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1 概説

1.1 お問い合わせ先、リーガルインフォメーション

1.1.1 お問い合わせ先

サポート

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

地域 電話番号 Email：

アメリカ合衆国、カナダ
Tel：(800) 597-5911

Fax： (708) 409-1619
us.support@brainlab.com

アフリカ、アジア、オース
トラリア、ヨーロッパ

Tel：+49 89 991568-44

Fax： +49 89 991568-811

support@brainlab.com中南米
Tel：+55 11 33 55 33 70

Fax： +55 11 33 55 33 79

日本
Tel：+81-3-3769-6900

Fax： +81-3-3769-6901

フランスおよびフランス語
圏

Tel： +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

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。

本書に関するご要望があれば、oncology.manuals@brainlab.com までお送りください。今後の改
善に役立たせていただきます。

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

外国製造業者

Brainlab AG

Kapellenstr.12

85622 Feldkirchen

Germany

概説
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1.1.2 リーガルインフォメーション

著作権について

本ガイドには、著作権により保護された専有情報が含まれています。ブレインラボの書面による
許可を得ることなく、本ガイドのいずれの部分も複製または翻訳することを禁じます。

ブレインラボの商標

• BrainSCAN™は Brainlab AG の商標です。

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

• m3®は Brainlab AG の登録商標です。

他社の商標

• Adobe®および Acrobat®は Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

• BodyFIX®は Medical Intelligence GmbH の登録商標です。

• Java™は Sun Microsystems, Inc.の商標です。

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

CE マーク

• CE0123 マークはブレインラボの iPlan RT が医療機器指令（MDD）の基本的要
件に適合していることを示します。

• iPlan RT は医療機器指令（Council Directive 93/42/EEC）によりクラスⅡb
に分類されています。

廃棄の手順

電気・電子機器は必ず法規制に従って廃棄してください。WEEE（Waste Electrical and
Electronic Equipment）指令については、下記を参照してください。

www.brainlab.com/weee

対象読者

iPlan RT は、医学物理や医用画像の分野に関する技術用語を十分に理解し、iPlan RT ソフトウ
ェアのユーザーインタフェースを正しく理解できる医学専門家（医学物理士、診療放射線技師、
線量測定士など）を対象にしています。

国際標準への法令順守

iPlan RT 4.5 治療計画システムは以下の国際標準に従って設計、製造されています。IEC
62083、IEC 62304、IEC 62366、IEC 13485

iPlan RT 4.5 システムと付属の文書は IAEA-TECDOC-1540、5 章、Type Test に従って試験済みで
す。

ご要望があれば詳細についても提供可能です。

言語に関する情報

ブレインラボのユーザーガイドはすべて、原版は英語で作成されています。

お問い合わせ先、リーガルインフォメーション
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保証

注意
事故、誤用、誤った再設置、または返品時の不適切な梱包によって破損した製品には保証が適用
されません。また、ブレインラボの書面による許可なく改造または交換された製品コンポーネン
トには保証が適用されません。

概説
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1.2 マーク

1.2.1 本ガイドで使用するマーク

警告

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

注意

注意
注意は、三角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

1.3.1 システムの使用

使用目的

iPlan RT は放射線治療計画システムで使用するソフトウェアです。このシステムは頭蓋内、頭頸
部および頭蓋外の病変に対する、定位固定のコンフォーマルビームを用いて、コンピューターで
計画されたリニアックベースの放射線治療を目的としています。

ハードウェアの取り扱い上の注意

注意
システムのコンポーネントおよびアクセサリーは、精密な機械部品で構成されているため、慎重
に取り扱ってください。

警告
システムのコンポーネントおよびアクセサリーはトレーニングを受けた医療スタッフしか取り扱
うことができません。

適切な使用法

警告
ブレインラボ製治療計画用アプリケーションは、医療スタッフを補助する目的のみで設計されて
います。ユーザーの経験に代わるものではなく、使用するときにユーザーの責任を無効にするも
のではありません。

インストール

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、悪
質プログラムからの保護ソフトウェア（例：ウィルススキャナー）をインストールし、定義ファ
イルを最新に保つことが推奨されています。

悪質プログラム対策ソフトの設定がシステムのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があること
に注意してください。例：すべてのファイルアクセスが監視されている場合、患者データの読み
込みや保存の動作が遅くなる可能性があります。このため、ブレインラボではリアルタイムスキ
ャンは無効にし、臨床時間外にウィルススキャンを実施することを推奨しています。

オペレーティングシステムのアップデート（ホットフィックス）やサードパーティー製ソフトウ
ェアのアップデートは臨床時間外にテスト環境下で実施し、ブレインラボのシステムが正しく動
作することを確認してください。ホットフィックスは最新の状態を維持してください。ブレイン
ラボはリリース済みの Windows ホットフィックスを監視しており、その更新によって問題が生じ
る可能性があるかを判断できます。

オペレーティングシステムのホットフィックスで問題が生じた場合にはブレインラボのサポート
部門にご連絡ください。

妥当性の確認

警告
患者の治療前に、システムに入力されるすべての情報、およびシステムから出力されるすべての
情報の妥当性を確認してください。

警告
患者をラジオセラピー／ラジオサージェリーで治療するかどうかの判断は、経験豊富な脳神経外
科医または放射線腫瘍医が行ってください。その判断は、医師のトレーニングや実務経験、さら
には iPlan RT システムの実測精度を基準に下される必要があります。

概説
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1.4 医療機器との適合性

ハードウェアの制限

警告
以下のセクションで iPlan RT と適合性があるとして記載されている以外のハードウェアは使用
しないでください。適合性のないハードウェアを使用すると、患者の位置合わせを誤り、患者に
深刻なけがを負わせるおそれがあります。

注意
ユーザーはシステムのハードウェアを改造してはなりません。ブレインラボはユーザーによるシ
ステムの改造については責任を負いかねます。地域の規制を遵守してください。

ソフトウェアの規制

最適なシステムパフォーマンスを実現するには、iPlan RT と同時に他の不要なアプリケーション
を実行しないでください。

医療機器との適合性
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1.4.1 ブレインラボ製医療機器

適合するブレインラボ製医療機器

iPlan RT は以下の医療機器と適合性があります。

ブレインラボ製医療機器 コメント

CT/X 線ローカライザーおよびタ
ーゲットポジショナー

ブレインラボ CT/X 線ローカライザー（ブレインラボ製装置
／Radionics 社製

ヘッドリング BRW-HR/UCHR /レクセルヘッドリング G フレー
ムに使用）

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

H&N ローカライザーアンドターゲットポジショナー（ブレイ
ンラボ製頭頸部固定装置に使用）

Radionics BRWLF（Radionics 社製ヘッドリング BRW-HR/
UCHR に使用）

レクセル CT インジケーター、9 ロッド（レクセルヘッドリ
ング Gフレームに使用）

Medical Intelligence 社製 Bodyfix 20

Medical Intelligence 社製 Bodyfix 14

CT ローカライザー兼ターゲット
ポジショナー CT ローカライザーと患者セットアップ装置を組み合わせた

装置であり、コンピューターで作成したプリントアウトをレ
ーザーとの位置合わせ用に取り付けることができます。

頭頸部固定装置とともに使用す
る、H&N ローカライザーアンドタ
ーゲットポジショナー

ステレオタクティックターゲッ
トポジショナー

ターゲットポジショナー（新型）

ターゲットポジショナー（旧型）

レクセルヘッドリング用ターゲ
ットポジショナー

フレームレス SRS ユニバーサル
カウチエクステンション

フレームレス定位放射線治療のコンポーネントイメージングカウチトップ

ICT フレームレスエクステンショ
ン

DICOM RT エクスポートは、ローカライズされていないデータセットおよびブレインラボ製ハード
ウェアでローカライズされたデータセットのみに使用できます。

警告
本システムには、上記でブレインラボが指定したもの以外のブレインラボ製医療機器を使用しな
いでください。ブレインラボが指定する以外の組み合わせで使用した場合は、本医療機器の安全
性や有効性に悪影響を及ぼし、患者、ユーザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

警告
ブレインラボが iPlan RT での使用に指定している器具および交換部品以外は使用しないでくだ
さい。指定以外の器具や交換部品を使用すると、ブレインラボ治療計画用ソフトウェアの安全性
や効果に悪影響を及ぼし、患者、ユーザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

概説
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1.4.2 ブレインラボ製ソフトウェア

資格

注意
ブレインラボが承認したスタッフのみがブレインラボのシステムにソフトウェアをインストール
できます。ユーザーがソフトウェアアプリケーションをインストールしたり削除したりしないで
ください。

適合するブレインラボ製ソフトウェア

iPlan RT ソフトウェアはブレインラボ製の以下のソフトウェアアプリケーションと適合性があり
ます。

ブレインラボ製ソフトウ
ェア

バージョン コメント

Brainlab Elements -

Radiotherapy Contour‐
ing Workflow

Patient Data
Manager 2.0
（Content Man‐
ager 2.0、 Pa‐
tient Browser
4.0 、 Dicom
Viewer 2.0）

Patient Data
Manager 2.2
（Content Man‐
ager 2.2、 Pa‐
tient Selection
4.1）

iPlan RT 4.5 は、Brainlab Elements によって書
き込まれた xbrain データを読み込むことができ
ます。

ExacTrac
3.5, 5.0, 5.5,
6.0, 6.1

ブレインラボ製患者位置決めシステム

ExacTrac Vero
3.0, 3.1, 3.2,
3.5

iPlan NET
2.0, 2.5, 3.0,
4.0

iPlan RT はブレインラボ iPlan NET Server プラ
ットフォームと適合性があります。

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

ラジオセラピーやラジオサージェリーの治療計画
に使用。iPlanRT Dose 3.0 および 4.0 で計画した
データは iPlan RT Dose 4.1 治療計画ソフトウェ
アにインポートできます。

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

ラジオセラピーやラジオサージェリーの治療計画
に使用。iPlan RT Image で計画したデータは
iPlan RT Dose 治療計画ソフトウェアでインポー
トできます。

PatXfer RT 1.5
スキャン画像を iPlan ワークステーションへエク
スポートするのに使用します。

Brainlab m3 user in‐
terface ソフトウェア

3.0
Siemens Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor
160/Mevatron に設置した m3 用のユーザーインタ
フェース

iPlan RT 4.5 は iPlan RT Image／Dose 3.0、iPlan RT Image／Dose 4.0 および iPlan RT Image
／Dose 4.1 で作成した治療計画を読み込むことができます。すべてのバージョンのソフトウェア
で新しいバージョンで作成した治療計画が読めるわけではありません。

• iPlan ソフトウェアアプリケーションには、順方向互換性はありません。

• ブレインラボの BrainSCAN ソフトウェアで作成した治療計画を iPlan RT Dose に読み込むこと
はできません。

以下のソフトウェアは iPlan RT 4.5 で保存した治療計画を読むことができます。

• iPlan RT Image 4.1

医療機器との適合性
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• iPlan 3.0

警告
本バージョン以降のバージョンには対応してないため、iPlan RT 4.5.x では“Transfer DICOM
to R&V”（DCM2RV）は使用しないでください。

その他のブレインラボ製ソフトウェア

上記で指定している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、ブレインラボ製装
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。

警告
本システムには、ブレインラボで指定するブレインラボ製ソフトウェア以外は使用できません。

概説
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1.4.3 他社製装置

適合する他社製装置

iPlan RT は以下の他社製医療機器と適合しています。詳細については、ブレインラボのサポート
エンジニアにご相談ください。

医療機器 モデル 製造元

BodyFIX System
BodyFIX 20 Localizer

Medical Intelligence
BodyFIX 14 Localizer

Leksell CT Indi‐
cator

ロッド数 9、レクセル Gフレームヘッドリング Elekta

Radionics BRW-LW
Radionics 社製 BRW-HR/UCHR ヘッドリングに使
用

Radionics

Varian IGRT couch Thick Varian

Varian IGRT couch Thin Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo
Frameless Ex‐
tension

適合するブレインラボ製ハ
ードウェア：

• H&N ローカライザーアンド
ターゲットポジショナー

• CT ローカライザー兼ター
ゲットポジショナー

• フレームレス SRS マスク
システム

詳細については、ブレイン
ラボのサポートエンジニア
にご相談ください。

• iPlan RT はほぼすべての主要な R&V システムにデータをエクスポートできます。詳細は P.
377 を参照してください。

• DICOM RT エクスポートは、ローカライズされていないデータセットおよびブレインラボ製ハ
ードウェアでローカライズされたデータセットのみに使用できます。

• サポートされているリニアックと MLC の組み合わせに関する詳細については、ブレインラボの
セールスまたはサポート担当者にお問い合わせください。

その他の他社製装置

警告
サードパーティー製ハードウェアの設計または形状は変更される可能性があります。ユーザー
は、サードパーティー製ハードウェアの iPlan RT との適合性について、本ユーザーガイドで適
合性があると記載されている場合でも確認する責任があります。

警告
ブレインラボが指定する以外の組み合わせで使用した場合は、本医療機器の安全性や有効性に悪
影響を及ぼし、患者、ユーザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

医療機器との適合性
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1.4.4 他社製ソフトウェア

資格

注意
ブレインラボが承認したスタッフのみがブレインラボのシステムにソフトウェアをインストール
できます。悪質プログラム対策およびオペレーティングシステムの「ホットフィックス」の更新
以外のソフトウェアアプリケーションをインストールしたり削除したりしないでください。

適合する他社製ソフトウェア

iPlan RT は以下の他社製オペレーティングシステムと適合しています。

オペレーティングシステム

Windows XP Professional（32 および 64 ビット）

Windows 2003 Server（32 ビット）

Windows 2003 Server R2（64 ビット）

Windows 2008 Server（64 ビット）

Windows 7 Ultimate（64 ビット）

Windows 8.1 Pro（64 ビット）

Service Pack の互換性に関する詳細については、ブレインラボのサポートエンジニアにご相談く
ださい。

Windows XP Device Manager ではすべてのテープドライバーを無効にしてください。

iPlan RT は、上に挙げたバージョン以外のオペレーティングシステムにはインストールしないで
ください。

警告
iPlan RT には必ずブレインラボが指定したソフトウェアを使用してください。ブレインラボが許
可する以外の他社製ソフトウェア（悪質プログラム対策およびオペレーティングシステムの「ホ
ットフィックス」の更新を除く）の使用は iPlan RT システムの有効性に悪影響を及ぼします。

同一ワークステーションでの他社製ソフトウェアの使用

以下のソフトウェアは iPlan RT と同じワークションでインストールおよび実行することができ
ます。

ソフトウェア バージョン コメント

RaySearch Laboratories AB 製
RayStation

4.7 以降
放射線療法の治療計画システ
ム。

内蔵されたサードパーティーソフトウェア

ブレインラボの DICOM 実装は MERGE DICOM ライブラリに基づいています。DICOM の適合性に関す
る詳細については、サードパーティーシステムの DICOM Conformance Statement、または
www.brainlab.com で BrainLAB DICOM Conformance Statement を参照してください。

• RTPConnect をサポートしています（RTPConnect 8.30 conformance Statement 07-13-2005 お
よび RTPConnect Interface Specification（08-01-2007）を参照）。

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

• Brainlab PDF-Viewer の実装は PDF Direct/PDF Quick View library, Copyright 2003-2011
soft Xpansion GmbH & Co. KG に基づいています。

概説
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iPlan RT は Java 1.6（以上）の Runtime Environment を使用します。iPlan RT を起動したユー
ザーは、対応するライセンス契約条項に同意したものとみなされます。

医療機器との適合性
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1.4.5 他社製医用ソフトウェア

資格

注意
ブレインラボが承認したスタッフのみがブレインラボのシステムにソフトウェアをインストール
できます。ウィルス対策ソフトウェアおよびオペレーティングシステムの「ホットフィックス」
の更新以外のソフトウェアアプリケーションをインストールしたり削除したりしないでくださ
い。

適合する他社製ソフトウェア

iPlan RT ソフトウェアは RaySearch 社製の以下のソフトウェアアプリケーションと適合性があり
ます。

ソフトウェア バージョン コメント

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 は、iPlan RT
4.5 Dose またはサードパーテ
ィー製治療計画システムで作
成した治療計画を VMAT（強度
変調回転放射線治療）と同等
の計画に変換します。

その他の他社製ソフトウェア

上記で指定している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、ブレインラボ製装
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。

概説

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 27



1.5 トレーニングとドキュメンテーション

ブレインラボトレーニング

システムを安全かつ適切に使用するには、システムの使用前に、すべてのユーザーがブレインラ
ボの担当者が実施するトレーニングプログラムにご参加いただく必要があります。

責任

警告
iPlan RT システムのコンポーネントおよびアクセサリーは、資格を持った医療専門家以外は操作
しないでください。

トレーニングとドキュメンテーション
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1.5.1 ドキュメンテーション

ユーザーガイドの確認

ブレインラボ製治療計画ソフトウェアを用いた正常かつ安全な治療には、手順を慎重に計画する
ことが求められます。

このため以下の事項が重要です。

• システムを使用する前に該当するユーザーガイドをよく読むこと。

• 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。

利用可能なユーザーガイド

ユーザーガイド 本章の内容

クリニカルユーザーガイド
iPlan RT 治療計画用アプリケーションの使用に関する詳細な説
明書

ソフトウェアユーザーガイド
（Physics Administration）

Physics Administration アプリケーションの使用に関する詳細
な説明書

テクニカルリファレンスガイ
ド（BrainLAB Physics）

ビームデータの測定、品質保証およびブレインラボの放射線治
療計画ソフトウェアで使用される線量アルゴリズムに関する詳
細な情報

概説
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1.6 サードパーティー製ハードウェアでの iPlan RT の使
用

概説

下記のサードパーティー製ハードウェアおよびオペレーティングシステムの条件を満たしていれ
ば、サードパーティー製ハードウェアにブレインラボ放射線治療計画ソフトウェアをインストー
ルできます。

放射線治療計画ソフトウェアのインストール時にはブレインラボのアクセプタンスプロトコルに
従い、全般的な適合性の確認が行われます。最初に放射線治療計画ソフトウェアをインストール
して以降、サードパーティー製ソフトウェアをインストール、または変更した場合、ブレインラ
ボでは、再度バリデーションテストを実行することを推奨しています。

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 7 Ultimate（64 ビット）

Windows 2008 Server（64 ビット）

Windows 8.1

Service Pack の互換性に関する詳細については、ブレインラボのサポートエンジニアにご相談く
ださい。

推奨するハードウェア要件を満たしていないシステムにブレインラボ放射線治療計画ソフトウェ
アをインストールしないでください。

ワークステーションのハードウェア要件

ハードウェア 要件

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 相当;

12 コア相当; HT 無効

チップセット Intel C602 チップセットシリーズ相当

RAM 16 GB 以上

HDD

2 ボリュームのパーティショニング

オペレーティングシステムに C:\

アプリケーションに F:\

HDD

RAID 5 ボリューム：

4台の HDD

最低 7200 U/分

HDD につき 1 TB、16MB キャッシュ

グラフィック

OpenGL 2.0 をサポートする Nvidia Quadro グ
ラフィックカード、1GB RAM 以上

例：NVIDIA Quadro K2000

画面解像度 1600 x 200 または 1920 x 1200

色品質 24 ビット

ネットワーク接続 1 Gbit/秒

サードパーティー製ハードウェアでの iPlan RT の使用
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サーバーまたは仮想マシンのハードウェア要件

ハードウェア 要件

CPU
2x Intel Xeon E5-2667、2.9 GHz;

12 コア相当; HT 無効

チップセット Intel C600 チップセットシリーズ相当

RAM 32 GB 以上

HDD

2 ボリュームパーティショニングの RAID 5 ボ
リューム:

C:\ のオペレーティングシステムに最低 50 GB

F:\ のアプリケーションに最低 100 GB

グラフィック

アドバンスト 3D オプション用に NVIDIA
Quadro 2000 1 GB、PCIe 3.0

（GPU ビジュアライゼーションはサポートされ
ていないため、仮想マシンには該当しません）

ネットワーク接続
1 ギガビットのネットワークサーバーアダプタ
ー

ハードドライブ 250 GB のディスク空き容量

本コンピューターハードウェアは病院環境での使用を目的とします。病院は IEC 60601-1、IEC
60950 などの一般的規制および基準を順守する必要があります。該当する基準に適合する部品の
みを病院環境内で使用してください。

ワークステーションハードウェアの交換はブレインラボの管理外です。対応する地域の規制を順
守してください。

その他のソフトウェアのインストール

警告
サードパーティー製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、ブレインラボ放射
線治療計画ソフトウェアをインストールすることはできません。ブレインラボ放射線治療計画ソ
フトウェアとサードパーティー製ソフトウェアが影響し合う可能性を否定できないからです。そ
のため、ブレインラボ放射線治療計画ソフトウェアのインストールにあたって、一定の要件を満
たす適切なプラットフォームの用意および特定は、ユーザー自身の責任で行ってください。

警告
サードパーティー製ソフトウェアはブレインラボ放射線治療計画ソフトウェアの性能に影響する
おそれがあるため、プラットフォームへのインストールは推奨していません。ブレインラボ放射
線治療計画ソフトウェアがサードパーティー製ソフトウェアのインストールやサードパーティー
製ソフトウェアのアップデートに影響されないことはユーザーの責任でご確認ください。そのた
めにはクリニカルユーザーガイドに記載されているソフトウェアの再バリデーションの手順が使
用できます。

概説
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1.7 安全上の注意

概説

警告
本セクションには、治療計画システムを安全かつ効果的に操作するに当たって考慮すべき重要な
情報が記載されています。

ユーザーは、治療計画および治療システムの誤差、制約、または不正確性を検知するための包括
的な品質保証プログラムを作成する必要があります。詳細については、テクニカルリファレンス
ガイド、Brainlab Physics 内の、品質保証に関する章を参照してください。

ファントムを使って、放射線照射装置との組み合わせで使用した場合の iPlan RT システムの絶
対精度を測定します。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。

治療計画を患者に適切に適用してください。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。

複数の計画システムを使用する場合に位置決めと治療パラメーターの一貫性を保証するには、す
べての最終的な位置決めと治療パラメーターは同じ治療計画システムが提供する必要がありま
す。iPlan RT からの情報を患者の位置決めに直接使用する場合（ターゲットポジショナーオーバ
ーレイなど）、対応する治療計画も iPlan RT から取得する必要があり、治療計画は他の治療計
画システムを使用して変更してはなりません。

定位放射線治療（SRS）および体幹部定位放射線治療（SBRT)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ボリュ
ーム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。毎回の定位固定患者治療の前に、特別
に品質保証を実施することが強く推奨されています。

すべての治療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。

治療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システム上で直接検証することが推奨されています。

患者の治療は、システムの受け入れ検査、お客様によるビームプロファイルを含む治療計画シス
テムの検証およびバリデーションが完了するまで開始しないでください。

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、適用されている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、フラットニ
ングフィルターモードおよびアクセサリーの設定も含まれますが、この限りではありません。

治療計画の職務を果たす有資格者は、その職務に関する適切な訓練を受けてください。

ソフトウェアの出力データは、入力データの品質によって大きく影響されることに常に注意して
ください。入力データの単位や出所に関する異常や不確実性、または品質に関するその他の問題
がある場合は、データを使用する前に十分に調査する必要があります。

撮像装置（CT スキャナーなど）が適切に設定され、キャリブレーションが行われていることを確
認してください。テスト用ファントムを用いた撮影と検証により、キャリブレーションの状態を
定期的に確認してください。

線量計算に使用するために得られた外輪郭や組織モデル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。

計画の全段階において、正しい患者のデータセットを使用していることを確認してください。患
者情報は、iPlan 治療計画システムの Navigator エリアに表示されます。

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のプロファイルが治療に使用するマシンと一致することを必ず確認してく
ださい。

照射前には、円錐コリメータマウントや治療計画で求められるサイズの円錐コリメータなどの治
療用アクセサリーがビームパス上に正しく設置されていることを確認してください。アクセサリ
ーが欠けていたり、誤っていたりすると、お使いの放射線治療システムでビームのインターロッ
クを有効にできない場合があります。アクセサリーの、添付文書などの資料も参照してくださ
い。

治療前に、選択したガントリーおよびテーブルの角度により患者がけがをしないように、または
治療システムなどの機器が損傷せずに治療に使用できることを、治療室内で十分に確認してくだ
さい。

安全上の注意
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治療前に、適当な位置確認手段により患者セットアップを検証および確認することを推奨しま
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の精度を検証
できます。

確実に iPlan 治療計画システムが正しく設定されており、コンフィグレーションには放射線治療
装置のパラメーターが反映されているようにしてください。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 および FFF
（Flattening-Filter Free）などのフルエンスモードのような線量パラメーターが含まれますが
この限りではありません。

マシンの設定が、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シ
ステム）でいつでも同期されていることの確認はユーザーの責任で行ってください。プランニン
グに使用されるマシンの設定と、治療に使用するマシン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。

ブレインラボでは、常に最新の測定指示書を提供しています。ビームデータを取得するときに
は、この最新の測定指示書を使用しているかどうかを確認してください。詳細については、ブレ
インラボのサポートエンジニアにご相談ください。

ビームデータ測定値が最新であり、線量アルゴリズムの適切な設定および校正が行われているこ
とを確認してください。ファントムで測定して、設定とキャリブレーションの状態を定期的にチ
ェックしてください。

治療実施システムの 1 つまたは複数のコンポーネントを変更、交換、または再校正を行った場合
は、治療計画システムと合わせて、品質保証手順に従った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、ビームデー
タの測定をやり直し、Beam Profile Editor/Physics Administration を使って修正されたデータ
をシステムに入力する必要があります。

プリインストールされてるドライバーなどはどうしても必要な場合以外は変えないでください。
ドライバーの更新、ウィルススキャナーなどの更新を実施した場合には iPlan のパフォーマンス
が変わらないことを確認してください。ソフトウェアのバリデーションを再度行うことが強く推
奨されています。

お使いの線量測定装置の製造元が提供する、規格や推奨事項を慎重に遵守してください。特に、
すべての線量検出器において、適用される照射野サイズの範囲が明確に指定されています。指定
範囲外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。

システムの受け入れ検査時にインストールされるブレインラボのビームデータ（例：Novalis
Tx）は、テスト用データであり、臨床使用には適しません。

測定データをブレインラボに送付する場合には以下の点に注意してください。

• ブレインラボでは以下のデータの妥当性を検証することはできません。

- ユーザーから受領した、すべてのデータ

- ユーザーに返却する、すべてのデータ

• 受領したデータに基づくブレインラボのフィードバックや推奨事項は、データ自体が正確であ
ることを前提にしています。

• 受領したデータをブレインラボで処理し、ユーザーに返却した場合、返却したデータの妥当性
を保証することはできないものとします。

• ブレインラボから返却するデータの妥当性や、ブレインラボが提供したフィードバックや推奨
事項の妥当性の検証は、すべてユーザーの責任で行ってください。患者の治療を行う前に、ユ
ーザーはブレインラボが返却したデータの安全性および効果のバリデーションを行う必要があ
ります。

• ブレインラボが特定のデータを処理した場合であっても、最終ビームプロファイルの妥当性に
対する全責任がユーザーにあることには変わりません。

テクニカルリファレンスガイド、Brainlab Physics、ソフトウェアユーザーガイド、Physics
Administration も合わせてご参照ください。

概説
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2 iPlan 用ワークステーションの
セットアップ

2.1 システム仕様

2.1.1 ワークステーションの基本

iPlan 用ワークステーション

図 1 

システムのインストール

iPlan 用ワークステーションには、出荷時に必要なハードウェアとソフトウェアがすべてプレイ
ンストールされているため、すぐに操作を開始できます。システムの受け入れ検査後にはインス
トールした iPlan RT のバックアップが作成されます。このバックアップは使用している iPlan
ワークステーション以外では動作しません。

注意
iPlan ワークステーションへの不正アクセスを防ぐために、病院のシステム管理者などが適切な
対策を取る必要があります。

警告
iPlan RT は特定の、1 台の iPlan 用ワークステーションまたはサーバー上でのみ動作します。
iPlan ワークステーションやライセンス関連で問題がある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。システムクラッシュが起きた場合には、必要なバックアップデータ
（測定データ、ユーザー固有の設定、インスタレーションプログラム、ライセンスファイルな
ど）がある限りシステムは復元できます。

注意
ユーザーはシステムのハードウェアを改造してはなりません。ブレインラボはユーザーによるシ
ステムの改造については責任を負いかねます。地域の規制を遵守してください。

iPlan 用ワークステーションのセットアップ
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2.1.2 ディスクおよびネットワークドライブ

使用可能なドライブ

iPlan 用のワークステーションにはオプションの MOD/DAT ドライブと Zip ドライブ、DVD±R/RW
ドライブおよび USB ドライブが搭載されています。病院のコンピューターネットワークに接続す
ることもできます。

データ転送

スキャン画像は MOD ディスクや DAT テープから iPlan 用ワークステーションのハードディスクに
直接コピーしたり、ネットワークを介して転送できます。MOD および DAT テープからのデータ
は、ユーザーが管理者権限を有する場合にのみ、アクセスできます。

詳細情報

iPlan 用ワークステーションに関する詳細な技術情報（データ転送、保管方法、操作やメンテナ
ンスなどについて）はワークステーションの製造元の取扱説明書を参照してください。

ファイル

iPlan RT では、治療計画データとともに、関連するすべての設定ファイルの正確性を検証するた
めにさまざまなチェックサムが使用されます。iPlan RT を使用せずに、故意または過失によりこ
れらのファイルのうち 1 つでも変更されると、ソフトウェアにエラーメッセージが表示されま
す。iPlan RT に関連するいかなるデータも削除、変更しないでください。iPlan RT ソフトウェ
ア上で実行できない iPlan RT に関連する変更が必要な場合、ブレインラボのサポート部門にお
問い合わせください。

緊急事態（ハードディスクのクラッシュなど）が生じた場合には、ブレインラボのサポート部門
にご連絡ください。必要なバックアップデータ（測定データ、ユーザー固有の設定、インスタレ
ーションプログラム、ライセンスファイルなど）がある限り、システムは復元できます。

初期化テスト

コンピューターのハードウェアおよび計算プロセッサーが完全に機能していなければ iPlan RT
が動作しないよう、ソフトウェアのスタートアップ中にテストが実行されます。このために、プ
ロセッサーユニットごとに、システムメモリー内の大きな配列上で複雑な計算が実行されます。
計算結果が標準的な値でない場合は、エラーメッセージが表示され、ソフトウェアは終了しま
す。このような場合にはブレインラボのサポート部門にご連絡ください。

システム仕様
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2.1.3 リモートカスタマーサポート

概説

要請があれば、iPlan 用ワークステーションにブレインラボのサポート部門へのリモートアクセ
ス機能を搭載することができます。

リモートアクセス機能は、Windows の Start メニューから Start iHelp をクリックすると起動で
きます。

スタートメニュー

図 2 

iHelp を一度起動すると、対応したアイコンが Windows のシステムトレイに表示されます。

これで、お使いの iPlan 用ワークステーションにブレインラボのサポートエンジニアがリモート
でアクセスできるようになります。例：診断プログラムを実行

このリモートアクセス機能を停止するには、Windows の Start メニューから Stop iHelp をクリッ
クします。

詳細情報

インストールや使用条件の詳細については、ihelp.support@brainlab.com からブレインラボのサ
ポート部門にお問い合わせください。

iPlan 用ワークステーションのセットアップ
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システム仕様
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3 iPlan RT の使用

3.1 ソフトウェアの起動

iPlan RT Dose の起動方法

ステップ

iPlan RT Dose の iPlan RT を起動して治療計画の選択画面を表示するには、iPlan RT Dose の
アイコンをダブルクリックします。

iPlan RT Adaptive の起動方法

ステップ

iPlan RT Adaptive の iPlan RT を起動して治療計画の選択画面を表示するには、iPlan RT
Adaptive のアイコンをダブルクリックします。

P. 423 を参照。

iPlan RT Phantom QA の起動方法

ステップ

iPlan RT Phantom QA の iPlan RT を起動して治療計画の選択画面を表示するには、iPlan RT
Phantom QA のアイコンをダブルクリックします。

P. 459 を参照。

iPlan RT Review の起動方法

ステップ

iPlan RT Review の iPlan RT を起動して治療計画の選択画面を表示するには、iPlan RT Review
のアイコンをダブルクリックします。

P. 352 を参照。

iPlan RT の使用
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Physics Administration の起動方法

ステップ

プログラムを起動するには Physics Administration をダブルクリックします。

ソフトウェアユーザーガイド、Physics Administration 4.5 を参照。

ソフトウェアの起動
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3.1.1 アプリケーションへのアクセス制限

概説

すべての iPlan RT ソフトウェアにユーザーに対するアクセス制限が設けられています。

Authorization Manager

ユーザーの管理には Microsoft Windows の Authorization Manager が使用されます。Windows で
Authorization Manager にアクセスするには、Start/Runメニューから azman.msc を呼び出しま

す。ユーザーと役割を設定させるには Authorization Storage ファイルが使用されます。ファイ
ルの場所が正しく設定されていない場合にはブレインラボにお問い合わせください。現在は以下
の 2種類の権限がアクセス制限により管理されています。

• Approval（P. 351 を参照)

• Software usage（下記参照）

ソフトウェアの使用に対するアクセス制限

デフォルトではソフトウェアの使用は認定ユーザーに制限されています。ログインするにはユー
ザーはログイン名とパスワードを入力する必要があります。

図 3 

起動しているアプリケーションは、Exit をクリックすることにより抜けることができます。

注記： 3 回連続でログインに失敗すると、Windows のコンフィグレーションによっては、対応す
る Windows ユーザーアカウントがロックされる場合があります。
 

Authorization Manager の使用

強制ログイン設定はブレインラボのサポート部門によりオフにすることはできますが、オフにし
ないことを強く推奨します。規制当局がこの設定をオンにすることを要求する場合もあります。
デフォルトでは、ソフトウェアへのアクセス権はオペレーション名 use iPlan RT Doseにリ

ンクされており、これは認証保存ファイルの iPlanRTDoseUserロールに接続されています。

Authorization Manager を使用して、ユーザーをロール iPlanRTDoseUserに追加してソフトウ

ェアへのアクセス権を付与することができます。アクセス権は有効な Windows ログイン権限を有
するユーザーのみに割り当てることが可能です。最新のユーザー割り当ての更新はユーザーの責
任で行ってください。

規制当局により、ソフトウェアへの緊急時アクセス対策が要求される場合があります。その場合
には緊急時アクセスユーザーを作成し、iPlanRTDoseUserロールをそのユーザーに割り当てる

責任はユーザーにあります。緊急時アクセスユーザーの証明情報の使用制限もまた、ユーザーの
責任で行ってください。

自動ログアウト

アプリケーションが一定の時間使用されないと、現在のユーザーは自動的にログアウトされま
す。自動ログアウトまでの時間は iPlanSettingsで設定され、ブレインラボのサポート部門で

変更できます。

iPlan RT の使用
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デフォルトのタイムアウト時間は 15 分です。タイムアウト後、またはユーザーが変更になった
場合にログインダイアログが表示されると、ログインダイアログの Exit ボタンは無効になり、
特権ユーザーが正しくアプリケーションをシャットダウンすることが要求されます。

現在のユーザーの変更

iPlan RT を終了せずにアクティブなユーザーを変更する方法は以下のとおりです。

ステップ

1.

アプリケーションの右下にあるブレインラボのアイコンをクリックして About ボックス
を開きます。

2. Change User をクリックします。ログインダイアログが表示されます。

3. 証明情報を入力してログインするとアクティブユーザーになります。

監査ログ

本ソフトウェアでは、アクションを実行したユーザー、使用アプリケーションおよび時間情報と
ともに、ログインおよび計画保存アクションも暗号化ファイルで保存されます。規制当局からの
指導や法的措置が入った場合には、ブレインラボのサポート部門がこの情報を復元し提供するこ
とができます。

安全上の注意

警告
ユーザーはログイン情報を共有しないでください。治療計画へ加えた変更については各ユーザー
が全責任を負います。ユーザー名やパスワードのセキュリティーが侵害された場合にはシステム
管理者にご相談ください。

ソフトウェアの起動
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3.2 治療計画の概要

概説

本セクションでは、iPlan RT のインタフェースについてご紹介します。

準備

ステップ

1.
お使いの iPlan ワークステーションで使用可能であれば、iPlan RT Image ソフトウェア
を使って事前計画（頭蓋内データのローカライゼーション、イメージフュージョン、初
回のオブジェクト作成など）を策定します。

2. これで iPlan RT Dose で治療計画を開けるようになります。

注記： 患者名やデータパスに ä、ü、ö などの特殊文字やウムラウトを使用することは推奨され
ていません。ファイル名全体（データパスを含む）が 250 文字を超えてはなりません。
 

iPlan RT Dose のワークフロー

これは iPlan RT Dose を使用した治療計画作成の標準的なワークフローです。各ステップについ
ては本ガイドで詳細に説明しています。

ステップ ページ

1. 患者データの読み込み P. 57

2. サーフェイスセグメンテーション P. 73

3. オブジェクトの作成 P. 109

4. 治療計画 P. 151

5. 線量の最適化（IMRT のみ） P. 309

6. 医師によるレビュー P. 352

7. 物理士による検証 P. 356

8. iPlan RT Dose の終了 P. 54

Navigator を使用して、ステップ間を簡単に移動することができます（P. 47）。

用語

本ガイドで使用する用語については、P. 521 を参照してください。

iPlan RT の使用
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3.3 プランニング画面の基本

概説

本セクションでは、プランニング画面についてご紹介します。詳細については、P. 471 を参照
してください。

画面のレイアウト

①

②

③

④

⑤

図 4 

プランニング画面の内容

No. コンポーネント 機能

① タブページ
プランニングステップごとに異なるタブページが用意されて
います。

② プランニングビュー
プランニングビューにはプランニングに関連する画像情報や
追加機能ボタンがあります。P. 471 を参照。

③ ツールバー
ツールバー機能は現在のタブページとプランニングステップ
に応じて異なります。P. 49 を参照。

④ Navigator エリア
ここでは、推奨される順序でプランニングステップを進める
ことができます。P. 46 を参照。

⑤ Functions エリア
ここには現在のプランニングステップに固有の機能がありま
す。P. 48 を参照。

プランニング画面の基本
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プランニングダイアログ

特定の機能を選択するとプランニングダイアログが別に開き、そこで各種設定が行えます。

図 5 

ダイアログで設定を変更したら、以下のいずれかを行います。

オプション

OK をクリックして変更を保存してからダイアログを閉じます。

Cancel をクリックして変更内容を保存せずにダイアログを閉じます。

注意
指定されている制限外の値がフィールドに入力されると、この値に代わってデフォルト値または
これに最も近い有効値のどちらかが入力されます。たとえばマイナスの線量値が入力されると、
iPlan RT Dose はできるだけ低い線量値を採用します。値はすべて検証し、臨床での使用に適し
ていることを確認してください。

iPlan RT の使用
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3.3.1 Navigator エリア

Navigator エリア

Navigator エリアより、iPlan Dose のワークフロー内の移動ができます。

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

図 6 

No. コンポーネント 機能

① Go to...
iPlan Navigator が開き、ここでは任意のステップを選択で
きます。

② 次のステップ Navigator エリアには、常に、現在のステップと次のステッ
プが表示されます。③ 現在のステップ

④ 患者名、患者 ID および
治療計画のタイトル

注記： 計画名をクリックすると、この患者の別の治療計画を
クイックロードできます。P. 70 を参照。
 

⑤ iPlan のウィンドウが最小化されます。

⑥ iPlan ソフトウェアがシャットダウンします（P. 54 を参
照）。

⑦ Next 次のステップに進みます。

プランニング画面の基本

46 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



iPlan Navigator

①
②

③ ④

図 7 

No. コンポーネント 機能

① ステップの一覧

使用可能な全ステップが iPlan Navigator に一覧表示されま
す。

• 完了したステップにはチェックマークが付きます。

• 現在のステップは黄色の枠で囲まれて表示されます。

• 次のステップは青色の枠で囲まれて表示されます。

• ステップはマウスでクリックして選択します。

② 解説エリア
現在のステップに関する解説がステップリストの右側に表示
されます。

③ OK 選択した内容を確認し、対応するステップに進みます。

④ Cancel 前の画面に戻ります。

iPlan RT の使用
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3.3.2 Functions エリア

概説

現在どのプランニングステップを実行しているかによって、このエリアに表示される機能が異な
ります。

Functions エリア

図 8 

機能はマウスでクリックして選択します。

• 使用可能な機能は青色枠で囲まれて表示されています。

• 現在使用できない機能はグレーアウトされています。

右マウスボタンの使用

関連する画面のエレメントを右クリックすると特定の機能にアクセスできます。

プランニング画面の基本
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3.4 一般のツールバーと機能ボタン

概説

Planning エリアで選択しているタブページに合わせて、ツールバーとイメージビューに以下に一
覧表示している機能のいずれかが含まれます。

• 背景色がグレーの機能ボタンはツールバーに含まれます。

• 背景色が黒の機能ボタンはイメージビュー内に表示されます。

注記： Treatment Planning ステップと Dose Optimization ステップには、他のプランニングス
テップでは使用できない機能が複数あります。これらの機能の詳細については P. 156 以降を参
照してください。
 

スライスとイメージセットの選択

コンポーネント 機能 ページ

Slice and Image Set Selection ボタンによって、プランニング
画面に表示するスキャン画像を選択できます。

P. 478

スライスを 1枚ずつ、昇順または降順でブラウズできます。 P. 482

スライスを複数枚ずつ、昇順または降順でブラウズできます。 P. 482

• 再構成ビューでは、Depth Scrolling ボタンにより、イメージ
ビューの左下に表示されている患者アイコンが示す体軸に沿
って再構成画像をスクロールすることができます。

• スライスビューでは、Slice Scrolling ボタンを使って使用可
能なスライスをスクロールすることができます。

P. 483

注記： スライスのブラウズ機能は、特定のイメージビューにも直接組み込まれており、ここで
は黒色の背景で表示されています。
 

画像表示のオプション

コンポーネン
ト

機能 ページ

Options ボタンにより、アドバンスビューオプションの設定ウィ
ンドウを開けます。

P. 494

2D Recenter ボタンにより、再構成面の調整に使用できる垂直面
および水平面を表示できます。

P. 490

Panning ボタンにより、画像のパンニング機能をアクティブにで
きます。

P. 493

View Types ボタンにより表示するビュータイプ（Planes、3D、
Objects）を選択できます。

P. 486

View Options ボタンによりビュー方向（Frontal、Lateral
Left、Lateral Right、Caudal、Cranial）を変更できます。

P. 485

iPlan RT の使用
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コンポーネン
ト

機能 ページ

Composing Options ボタンにより、異なるデータセットからフュ
ージョンされた 2枚のイメージスライスを比較検証できます。

P. 488

ズーム機能

コンポーネン
ト

機能 ページ

Zoom In/Out ボタンにより、表示画像を拡大できるため、スキャ
ン画像の中で、腫瘍など個別のストラクチャーをより綿密に調べ
られます。また、画像全体が表示できるように画像の倍率を縮小
することもできます。

P. 491

Full Screen ボタンにより、現在のビューが画面全体に拡大され
ます。このボタンを再度クリックするとビューのオリジナルのレ
イアウトが復元されます。

P. 492

ウィンドウイング機能

コンポーネン
ト

機能 ページ

Windowing ボタンにより、表示された画像内でグレースケールを
調整し、ストラクチャーを見やすく、コントラストをはっきりさ
せることができます。

P. 505

Advanced Windowing ボタンは、選択したイメージセットのグレー
値／ハンスフィールド値や SUV の分布を調整するアドバンスオプ
ション用のボタンです。

P. 507

測定機能

コンポーネン
ト

機能 ページ

Measure Hounsfield Units ボタンにより、イメージスライス中の
任意のポイントのハンスフィールド値を測定できます。

P. 511

Measure Values ボタンにより、1 枚のイメージスライス内で任意
のポイントにおける値（例：グレー値や SUV で）を測定できま
す。

P. 511

Measure Distances ボタンにより、イメージスライス内の任意の
2点間の距離を調べることができます。

P. 514

Measure Angles ボタンにより、画像スライス内の任意の 3 点間の
角度を調べることができます。

P. 515

一般のツールバーと機能ボタン
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その他の機能

コンポーネン
ト

機能 ページ

Screenshot ボタンにより、表示されているビューやダイアログの
スクリーンショットを撮ることができます。

P. 516

Save Treatment Plan ボタンにより、現在の治療計画への変更を
保存することができます。

P. 52

Print ボタンから、現在の治療計画の概要を印刷することができ
ます。

P. 403

iPlan RT の使用
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3.5 治療計画の保存

概説

治療計画中は頻繁にプランを保存してください。

治療計画の保存方法

ステップ

1.

Save Treatment Plan ボタンをクリックします。

2.

Save As ...ダイアログで、治療計画に適切な名前および説明を入力します。

3. Save をクリックして次に進みます。

保存のステータス

図 9 

保存アクションがアクティブになると、プログレスバーに保存のステータスが表示されます。

保存場所

治療計画はあらかじめ設定されているフォルダーに保存されます（P. 367 を参照）。

治療計画の保存
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治療計画の承認

図 10 

治療計画を承認してから保存すると（P. 354 および P. 362 を参照）、上図の確認メッセージ
が表示されます。このメッセージは、Physician's Review および Physicist's Verification 以
外のプランニングタスクで治療計画を開くと、承認が無効になることを示しています。

iPlan RT の使用
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3.6 iPlan RT の終了

概説

ソフトウェアは、シャットダウンアイコンまたは iPlan Navigator から、いつでも終了すること
ができます。

シャットダウンアイコンを使用した終了方法

ステップ

シャットダウンアイコンをクリックしてソフトウェアを終了します。

iPlan Navigator を使用した終了方法

ステップ

1. Navigator エリアの Go to ...をクリックします（P. 46 を参照）。

2.

Exit を選択して OK をクリックします。

iPlan RT の終了
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その他の必要なステップ

治療計画を変更した場合には、表示されるメッセージダイアログで Yes をクリックすると変更内
容を保存できます。

No をクリックすると、変更を保存せずにアプリケーションが終了します。

図 11 

iPlan RT の使用
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iPlan RT の終了
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4 患者データの読み込み

4.1 データの読み込みとインポート

概説

ブレインラボフォーマットで保存されたプランニングデータ（例：iPlan RT Image での事前処理
を行った後）は iPlan RT Dose に読み込めます。

注記： 治療計画にオブジェクトが含まれている場合、iPlan RT Image 4.1.1 で治療計画を開く
には、iPlan (Cranial) 3.0 で治療計画を保存する前に Prepare for Export を使用する必要があ
ります。
 

ファイルフォーマット

iPlan RT には以下のフォーマットを読み込むことができます。

ソフトウェア ファイルフォーマット

iPlan RT Dose
iPlan RT Dose または iPlan RT Image で作成した xbrain フォーマ
ット

iPlan RT Adaptive
xbrain

Add Data 機能を使用して DICOM 画像を追加できます。

iPlan RT Phantom QA
xbrain

線量計画を含まないデータセットのみ

Brainlab Elements -

放射線治療輪郭表示ワー
クフロー

Patient Data Manager 2.0 からの xbrain

注記： iPlan RT Adaptive に保存した治療計画は Prepare for Re-planning ステップの実行後で
なければ iPlan RT Dose に読み込むことはできません。
 

画像の検証

非 DICOM フォーマットからインポートされた画像（転送用 DLL など）には、Frame of Reference
UID セットがありません。作成したイメージセットに、正しい画像が含まれていること（1 つの
イメージセット内に異なる座標系からの、関連のない画像がないこと）を確認してください。

一般的な手順

データの読み込みとインポートは、通常以下のステップから成りますが、このステップは選択し
たデータの内容やデータタイプによって異なる場合があります。

ステップ

1. データの読み込み元のアーカイブを選択

2. 転送したい患者データを選択

患者データの読み込み
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ステップ

3. 目的の患者スタディーを選択

4. 該当する治療計画を選択

5. 画像データの読み込みを開始

これらのステップが完了したら、治療計画の作成を開始できます。

安全上の注意

警告
Patient Data Manager 2.0 から iPlan RT を開始する場合、自動でセグメント化されたオブジェ
クトは承認されていない可能性があります。オブジェクトを注意深く確認してください。

警告
他のアプリケーションで作成した全出力データの一部（例：iPlan stereotaxy 用ターゲット座
標）を別のアプリケーションの入力データ（例：iPlan RT Dose 用アイソセンター座標）として
使用しないでください。データ授受の際、必要なデータの一部に整合性が取れないものがあった
場合は、最終的な治療計画が非常に不正確になるおそれがあります（例：特定の座標はラベル、
座標系、特に座標原点の定義が完全に同一の場合にのみ、正しく使用できます）。たとえば、ヘ
ッドリング／ローカライザーの座標／座標原点を定義する定位固定の基準としてどのイメージセ
ットが使用されているかにより、ヘッドリング／ローカライザーの座標が、アプリケーションに
よっては解剖学的に異なる位置を指す可能性があります。

警告
iPlan 3.0 Stereotaxy で複数のローカライゼーションデータを保存して作成された治療計画が
iPlan RT Image 4.1 に読み込まれた場合には、iPlan 3.0 Stereotaxy ですでに定義済みのた
め、iPlan RT Image 4.1 においてユーザーが定位固定の基準を定義することはできません。後に
iPlan RT Dose で誤った定位固定座標を適用することにより患者に危険が及ぶことのないよう、
ユーザーは iPlan RT Image 4.1 に複数のローカライゼーションデータを転送したり、iPlan RT
Dose に進む前に関連のないローカライゼーションを解除しないでください。

注意
オリジナルデータに患者名または患者 ID が記載されていない場合は’<unknown>’と設定されま
す。これにより、誤った患者データを治療に選択するリスクが生じます。スキャナーのオペレー
ターには、データに必ず正しい名前と ID を付与するよう、通知してください。

警告
カテーテルおよびシミュレーション結果オブジェクトは他のアプリケーションに読み込めるよう
に保存されます。これは、すでにシミュレーション済みのカテーテルやシミュレーションオブジ
ェクトが iPlan Flow 3.0 以外のアプリケーションで変更できることを意味します。シミュレー
ションしたカテーテルが変更されると、シミュレーションオブジェクトはそのカテーテルのシミ
ュレーション結果の表示ではなくなります。ユーザーの責任で、カテーテルやシミュレーション
結果オブジェクトをマニュアルで変更しないでください。

データの読み込みとインポート
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4.1.1 ウィザードページの読み込みおよびインポート

ウィザードページ

一連のウィザードページを使って患者データの読み込み、インポートができます。

②
③

①

④

⑤

図 12 

ウィザードページの使用法

No. コンポーネント 機能

① Details エリア 選択している患者データに関する補足情報が表示されます。

② 使用可能なデータ
の一覧

現在のステップに応じて、このリストではアーカイブタイプ、患者
スタディー、イメージシリーズなど、使用可能なデータを選択でき
ます。

③ リストのヘッダー

どのヘッダーを使ってもクリックすればリストデータをソートでき
ます。

データは昇順にも降順にもソートできます。現在選択されている順
序はヘッダー名の横にある矢印アイコンで示されます。

④ オプションエリア

現在のステップによって異なるオプション設定が表示されます。

各機能のリストの上にある矢印ボタンをクリックすると、これらの
機能を非表示にすることができます。矢印ボタンをもう一度クリッ
クするとこれらの機能が再表示されます。

患者データの読み込み
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No. コンポーネント 機能

⑤ 全般ボタン
各ウィザードページに現れる全般のウィザードページボタンが表示
されます。

ウィザードページボタン

各ウィザードページに表示されるボタンを以下に列挙しています。

各ウィザードページに固有の機能は、対応するステップで解説しています。

コンポーネント 機能

Back 前のステップに戻ります。

Cancel
ウィザードページが閉じ、iPlan Navigator が表示されます（P. 47 を参
照）。

Next 次のステップに進みます。

Delete

選択した患者データが永久削除されます。ファイルを削除する際には、シ
ステムから必ず最終確認があります。

• 患者データはハードディスクに保存されているものだけが削除できま
す。

• 患者選択の際に最後の患者を削除すると、アーカイブページに戻りま
す。

• スタディー選択の際に患者スタディーが 1 つしかない場合は、それを削
除することはできません。

• アーカイブを削除しても、アーカイブリストからエントリーが削除され
るだけです。患者データは削除されません。

Logfile ...
これまでに完了したステップに関する補足情報を含むログファイルが表示
されます（P. 72 を参照）。

Select All 現在のリストにある全エントリーが選択されます。

Deselect All 現在のリストにある全エントリーの選択が解除されます。

注意
データは、たとえ読み取り専用に設定されていてもハードディスクから削除できます。

データの読み込みとインポート
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4.2 画像データの読み込み

治療計画へのアクセス

各治療計画は一度に 1ユーザーしか開くことはできません。

複数の治療計画の読み込み

一度に開ける治療計画は 1 つのみです。1 つの治療計画をすでに編集中のところに 2 つ目の治療
計画を読み込んだり、保存せずにアプリケーションを閉じたりした場合には、1 つ目の治療計画
に加えた変更内容は消去されます。

治療計画のフォーマット

治療計画は、CT データセットが含まれていなければ読み込むことができません。

治療計画の内容

警告
iPlan RT Image の編集中に、線量計画に使用されるオブジェクト（PTV や OAR など）が他のスラ
イスセットに転送されたり、治療計画から完全に消去された場合には、治療計画を iPlan RT
Dose に読み込むことはできません。

警告
iPlan RT Dose で作成した治療計画が iPlan RT Image で変更された場合（例：腫瘍の形状やイメ
ージフュージョン）、最終的な iPlan RT Dose の計画に、必ず最新の変更を適用してください。
iPlan RT Dose の治療計画と iPlan RT Image の治療パラメーターが一致していないと、患者に誤
った治療を行うおそれがあります。

前バージョンのソフトウェアからの治療計画の読み込み

図 13 

1 つまたは複数のアイソセンター座標と、同一名の（ビームやアークに対する）治療エレメント
グループを持つ治療計画が前バージョンのソフトウェアから読み込まれている場合には、対応す
るメッセージが表示されます。

• 必要に応じて“Group”または“Coord”のプレフィックスが追加されます。

• 新しいアイテム名が 22 文字を超えた場合にもメッセージダイアログが表示され、ここではマ
ニュアルで名前を変更することができます。

これにより、その後の患者治療における使用に向けて計画データをエクスポートする際に一意で
一貫した命名規則を保証できます。

注記： 治療計画にビームやアークのエレメント名が同じものが含まれていると、これらには自
動的に適切なプレフィックスが付きます。
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iPlan RT Phantom QA で作成した治療計画の読み込み

品質保証を目的に iPlan RT Phantom QA（P. 459 を参照）で作成したサンプル計画を、患者の
治療計画のプランニングで使用するために他の iPlan RT アプリケーションへ読み込むことはで
きません。

図 14 

iPlan RT Adaptive で作成した治療計画の読み込み

品質保証を目的に iPlan RT Adaptive（P. 423 を参照）で作成した治療計画のプランニングで
使用するために他の iPlan RT アプリケーションへ読み込むことはできません。

承認済み計画の読み込み

図 15 

承認済みの治療計画を読み込んだ場合、特定のステップに進むと承認が無効になることを示すメ
ッセージが表示されます。

画像データの読み込み
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iPlan RT Image で変更した治療計画の読み込み

図 16 

iPlan RT で編集した治療計画を次に iPlan RT Image で編集し、その上でさらに iPlan RT で再度
開いた場合には、最終的な治療計画の精度を慎重に確認するよう、指示されます。

オブジェクトを削除、変更、または 1 つのイメージセットから他のイメージセットへ移動すると
治療計画が完全に損傷するおそれがあります。

警告
治療情報（例：アイソセンターコンポーネントなど）をすでに含む治療計画が他のソフトウェア
アプリケーション（iPlan RT Image など）で修正された場合には、データを読み込んだ後、計画
内容の正確性を慎重に確認する必要があります。

安全上の注意

警告
治療情報（アイソセンターグループなど）の設定後に他のソフトウェアアプリケーション
（iPlanRT Image など）で治療計画が修正された場合、計画内容を慎重に検証して以前に計画し
た内容が誤って削除されていないことを確認する必要があります。

警告
治療計画が IMRT 用に最適化されると（P. 309 を参照）、iPlan RT Image など、他のソフトウ
ェアアプリケーションを使った（ボクセルオブジェクトなどの）変更は認められません。変更を
行うと最適化処理が無効になる可能性があります。

警告
ビームやアークの定義後に、他のソフトウェアアプリケーション（iPlan RT Image など）を使っ
て治療計画が変更された場合には、ローカライゼーションやイメージフュージョンの変更に伴
い、組織モデル（P. 73 を参照）もリファレンスの CT 画像に合わせてシフトされていることが
あります。このため、各ビームやアークについて、アーク面／深度投影ビューで、線量等量およ
び入射ポイントを慎重に検証する必要があります（P. 246 を参照）。

患者データの読み込み
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イメージフュージョンを修正した治療計画の読み込み

図 17 

完成した線量計画を iPlan RT Image で開き、治療計画のイメージフュージョン情報に変更を加
えた場合には、変更した治療計画を次に iPlan RT Dose に読み込む際に計画線量の分布およびビ
ーム経路を慎重に見直してください。これは、オリジナルのイメージフュージョン情報の変更が
フュージョンルートデータセットの変更につながり、それがアライメントスライスセットの変更
の原因となる可能性があるためです。詳細については、P. 91 を参照してください。

カスタム定義の方向を有する治療計画の読み込み

プランニングを続けるには、iPlan RT でサポートされていない、カスタム定義の方向を持つ治療
計画は削除してください。そのような治療計画を読み込もうとすると以下のダイアログが表示さ
れます。

オプション

Yes：カスタム方向を削除し、プランニングを続行します。

No：カスタム方向を削除せず、他の治療計画を選択するためにダイアログの読み込みに戻りま
す。

画像データの読み込み
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4.2.1 アーカイブの選択

Load Archives ウィザードページ

ソフトウェアが起動するとすぐに Load Archives ウィザードページが表示されます。

治療計画データの読み込みは、ブレインラボフォーマットでしかできません。

図 18 

アーカイブの読み込み方法

ステップ

1.
ナビゲーションを行うために、該当するカラムのヘッダーをクリックし、必要に応じて
アーカイブを名前、データ形式、ディレクトリーのいずれかでソートします。

2. 該当する名前やアイコンをクリックして必要なアーカイブを選択します。

3. Next をクリックすると、アーカイブ内に保存されている患者データが表示されます。

アーカイブ選択のためのアドバンス機能

以下のアドバンス機能は Load Archives ウィザードページの右側に表示されています。

コンポーネン
ト

機能 ページ

New Archive
適切なアーカイブがまだ設定されていない場合、この機能を使っ
て転送したいデータ用にアーカイブを作成することができます。

P. 368

Settings 選択したアーカイブ用に特定の設定を行います。 P. 368

Delete
選択した患者データが永久削除されます。ファイルを削除する際
には、システムから必ず最終確認があります。

P. 60

Logfile ...
これまでに完了したステップに関する補足情報を含むログファイ
ルが表示されます。

P. 72

患者データの読み込み
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4.2.2 患者の選択

Patients ウィザードページ

アーカイブを選択すると、患者選択用のウィザードページが表示されます。

図 19 

患者データの読み込み方法

ステップ

1.
ナビゲーションを行うために、該当するカラムのヘッダーをクリックし、必要に応じて
患者ファイルを名前、ID または生年月日のいずれかでソートします。

2. 該当する名前やアイコンをクリックして必要な患者ファイルを選択します。

画像データの読み込み
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ステップ

3. 次のステップに進むには Next をクリックします。

注記： 青色でハイライトされている患者が現在選択されている患者です。
 

患者選択のためのアドバンス機能

Patients ウィザードページの右側にさまざまなアドバンス機能が表示されています。

コンポーネン
ト

機能

Delete
選択した患者データが永久削除されます。ファイルを削除する際には、システ
ムから必ず最終確認があります（P. 60 を参照）。

Logfile ...
これまでに完了したステップに関する補足情報を含むログファイルが表示され
ます（P. 72 を参照）。

Refresh
表示が更新されます。例）新規患者がハードディスク上のディレクトリーに追
加された場合

Search
入力された Patient Name や Patient ID の値に応じて表示内容がフィルタリン
グされます。

Reset フィルターがリセットされ、すべてのデータが再表示されます。

次のステップ

選択した患者ファイルに複数のスタディーが含まれる場合には、特定のスタディーを選択するよ
うに指示されます（P. 68 を参照）。

患者ファイルにスタディーが 1 つしか含まれない場合には、治療計画の選択に進みます（P.
69 を参照）。

患者データの読み込み
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4.2.3 スタディーの選択

Studies ウィザードページ

読み込んだ患者データが複数のスタディーで構成されている場合、患者スタディーを選択するよ
う、指示されます。

図 20 

必要なスタディーの選択方法

ステップ

1.
ナビゲーションを行うために、該当するカラムのヘッダーをクリックし、患者スタディ
ーをスタディー名、コメントや日付などでソートします。

2. 該当する名前やアイコンをクリックして必要な患者スタディーを選択します。

3. Next をクリックして治療計画の選択に進みます（P. 69 を参照）。

注記： 患者スタディーが 1 つしかない場合は、システムはそれを自動的に開き、次のステップ
に進みます。
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4.2.4 治療計画の選択

Plans ウィザードページ

図 21 

治療計画の選択方法

ステップ

1.
ナビゲーションを行うために、該当するカラムのヘッダーをクリックし、必要に応じて
患者ファイルを治療計画名、ユーザー、作成日または治療計画の内容のいずれかでソー
トします。

2. 該当する名前やアイコンをクリックして必要な治療計画を選択します。

3. Next をクリックして選択した治療計画を読み込みます。

注記： 治療計画が 1 つしかない場合は、システムはそれを自動的に開き、次のステップに進み
ます。
 

治療計画のステータス

①

②

図 22 

No. コンポーネント

① 承認済み治療計画（承認アイコン）。P. 351 を参照。

② 編集を要する治療計画（鉛筆アイコン）

患者データの読み込み
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治療計画のクイックロードの方法

同じ患者の異なる治療計画を迅速に読み込む方法（クイックロード）：

ステップ

1.

Navigator エリア内で患者名①をクリックします。

①

2.
この患者の治療計画の一覧が表示されます（図 21）。1つを選択してすぐに読み込みま
す。

画像データの読み込み
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4.2.5 選択したデータの読み込み

Loading ウィザードページ

選択したデータは、目的のステップが完了すると自動的に読み込まれます。

①

② ③

図 23 

No. コンポーネント 機能

① Details エリア 読み込まれているデータの詳細が示されます。

② プログレスバー データ読み込みの進捗状況を示します。

③ Abort ボタン データの読み込みを中止します。

次のステップ

ソフトウェア 次のステップ ページ

iPlan RT Dose サーフェイスセグメンテーション P. 73

iPlan RT Adaptive 表示とインポート P. 425

iPlan RT Phantom QA サーフェイスセグメンテーション P. 461

iPlan RT Review Physician's Review P. 352

警告
選択した治療計画が、iPlan RT Dose での初期編集後に iPlan RT Image のようなソフトウェアで
変更された場合には、読み込んだ後に計画内容をしっかりと確認する必要があります。

患者データの読み込み
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4.3 ログファイル

概説

ログファイル機能は特定のデータ転送ウィザードページや、DICOM エクスポート／インポート機
能のウィザードページにあります（P. 379 を参照）。この機能を使うと、対象のステップ用に
生成されたログファイルを必要に応じて表示、編集できます。

注記： iPlan RT Adaptive は DICOM インポートのみに対応しています。
 

ログファイル表示画面の起動

ログファイルの表示画面を開くには、ウィザードページの右側にあるオプションエリアで
Logfile ...をクリックします。

ログファイルの表示

① ② ③

図 24 

表示

No. コンポーネント

① ファイル名とファイルの場所

② ログファイルの内容

③

ログファイルの内容を編集、または他の場所に保存したい場合には、Editor をクリック
します。

注記： ログファイルは Notepad エディターに表示されるため、この中でログファイルを
変更したり、希望の場所に保存したりできます。
 

ログファイル
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5 サーフェイスセグメンテーショ
ン

5.1 サーフェイスセグメンテーションとは

概説

iPlan RT Dose で線量計算を行うには、以下で構成される適切な組織モデルを定義する必要があ
ります。

• リファレンスセットから抽出した正射投影のイメージセット（P. 90 を参照）

• 外輪郭（P. 98 を参照）

• テーブルトップ（オプション、P. 85 を参照）

• HU 値が定義済みのオプションオブジェクト（ボーラスなど）（P. 104 を参照）

注記： この後の線量計算はすべて、出来上がった組織モデルを基準に行われます。
 

警告
プランニングにコーンビーン CT スキャン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。

サーフェイスセグメンテーションの実施方法

ステップ

1.
正しいパラメーターを設定します。これらのパラメーターには、スキャン画像に関する
情報と、iPlan RT Dose で患者データを正しく読むために必要な情報が含まれています。

2.

必要に応じてリファレンスセットを変更します。リファレンスセットを変更した場合に
は、変更後もパラメーターが有効であることを確認してください。

注記： 例外（iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2 のバージョンの時点で有効）：既
存のローカライズされた治療計画にローカライズされた更新画像を追加する場合、リフ
ァレンスセットは変更できません。このような場合、最新のローカライズされたデータ
セットが自動的にリファレンスセットとして設定され、手動での変更はできません。
 

3.
輪郭を調整します。iPlan RT Dose は表面の輪郭を作成します。線量計算では、この外輪
郭の内側の情報のみが考慮されるため、必要に応じて調整を行ってください。

4.
リファレンスポイントを設定します。ローカライズされていない頭蓋内および頭蓋外デ
ータ内のリファレンスポイントは、次の患者の位置合わせに役立ちます。

5. ボーラスなどの 3D オブジェクトを追加します。

新規治療計画の開始

治療計画を読み込むと Surface Segmentation ステップが開きます。

サーフェイスセグメンテーション
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オプション

1. 治療計画内にフュージョン済み CT セットが複数含まれる場合には、まず初めに必要なリフ
ァレンスセットを選択するよう、指示されます（P. 89 も参照）。

2. 条件：

- iPlan RT Image または以前のバージョンの iPlan RT Dose を使って、治療計画が以前に編
集されている場合

- 新規の治療計画を作成している場合

Set Parameters ダイアログでさまざまな補正パラメーターを定義するよう、指示されます。

サーフェイスセグメンテーションの情報がすでに入力されている場合は、直接メインスクリー
ンが開きます。

サーフェイスセグメンテーションとは

74 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



5.1.1 使用可能な機能の概要

サーフェイスセグメンテーション画面

図 25 

Functions タブ

コンポーネント 機能 ページ

Choose Refer‐
ence Set...

次の患者の位置合わせに必要な組織／線量計算や DRR 計算に使
用するリファレンスデータセットを選択します。

P. 89

リファレンスポ
イントを設定し

ます。

ローカライズしていない患者データにリファレンスポイントを
設定します。

P. 77

Set Parame‐
ters...

ハンスフィールド値／電子密度変換に使用する変換表ととも
に、他の基本的な治療パラメーターを設定できます。

P. 97

Brush Size
Surface Ad‐
justment

これらの機能により、ソフトウェアが線量計算を行う領域の輪
郭情報をマニュアルで調整することができます。

これらの機能は Overview タブにはありません。

P. 98

Remove 3D Re‐
gion

データセットから 3D のオブジェクトを削除できます。 P. 107

Smooth Outer
Contour

線量補正を行いやすくするために計画済み 3D オブジェクトの
表面をならすことができます。

P. 99

Update Tissue
組織の輪郭に加えた変更を組織モデル上に表示させることがで
きます。

P. 102

Original /
Tissue slider

オリジナルの CT スライスを、修正した再構成（組織モデル）
と比較できます。

P. 102

Show All Ob‐
jects

定義済みの全オブジェクトを表示します。

Heterogenity
Correction

このチェックボックスを使うと、画像データが持つ電子密度情
報を使って線量を計画すべきかを決定できます。

P. 103

サーフェイスセグメンテーション
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Artificial タブ

Functions エリアの Artificial タブには、医療用インプラントやボーラスなど、体組織以外のア
イテム用の機能が用意されています。

コンポーネント 機能 ページ

Define Bolus
皮膚表面に近い PTV を治療する場合、皮膚に配置される組織等
価のボーラスを示すように特定のオブジェクトを定義できま
す。

P. 104

Overwrite HU

HU Value

医療用インプラントなど、特定のオブジェクトに適用する特定
の HU 値を定義できます。

P. 106

サーフェイスセグメンテーションとは
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5.2 補正パラメーターの設定

概説

iPlan RT Dose が画像データを正しく読み取れるよう、パラメーターを設定できます。

新規治療計画用にパラメーターを設定

以下の場合にパラメーターを設定するよう指示があります。

• iPlan RT Image または以前のバージョンの iPlan RT Dose で作成した新規治療計画を開いた
場合

• 新規の治療計画を作成した場合

パラメーターの設定方法

いつであれ、既存の設定を調整するには Set Parameters ...をクリックして Set Parameters ダ
イアログを開きます。

使用可能な補正パラメーター

以下のパラメーターが設定できます。

• HU（ハンスフィールド値）から ED（電子密度）への変換（P. 79 を参照）

• 治療タイプ（P. 84 を参照）

• スキャンおよび治療方向（P. 88 を参照）

• 患者検出の閾値

• 組織モデル分解能（P. 81 を参照）

• 線量分解能

• テーブルトップの設定（P. 85 を参照）

Set Parameters ダイアログ

図 26 

サーフェイスセグメンテーション
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設定の確定

必要な設定を行い、ローカライズしたスキャンおよび治療方向の情報の確認を終えたら（P.
88 を参照）、OK をクリックして設定を確定し、サーフェイスセグメンテーションに進むことが
できます。

補正パラメーターの設定
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5.2.1 HU（ハンスフィールド値）から ED（電子密度）への変換

概説

患者のスキャン画像に含まれる CT スキャナー固有のハンスフィールド値を、同等の電子密度値
に正しく変換することができます。

これらの値は、患者の体組織など、線形変換を直接行うことができない場合には特に有効です。

変換機能

HU から ED への変換データは Set Parameters ダイアログに表示されます。

①

③
②

図 27 

No. コンポーネント 機能

① 変換表一覧

HU／ED 変換表の一覧

iPlan RT Dose の以前のバージョンで典型的な値を基準にしたデフ
ォルトの変換表が自動的に表示されます。

② 変換曲線 選択した変換表に含まれるデータが変換曲線として表示されます。

③ 変換ポイント
選択した表に入力されている、個別の変換同等価が曲線上に変換ポ
イントとして表示されます。

注記： iPlan RT Dose 3.0 を使用して作成した治療計画を読み込む場合、HU 変換値は選択した
変換表に含まれる値に置き換えられます。
 

変換表の編集方法

オプション

既存の表を変更するには、該当する表①を選択し、Edit をクリックします。

新たな変換表を作成するには、変換表一覧の中で New をクリックします。

いずれの場合にも Edit Table ダイアログが表示されます。

サーフェイスセグメンテーション
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図 28 

ステップ

1.
変換表を適用するスキャナーに適切な名前を入力します。スキャナーの名前は一意であ
る必要があります。

2.
たとえばファントムテストの結果を基に決定した値など、対応するフィールドに適切な
変換値を入力します。

3. OK をクリックして入力内容を確定します。

4. これに伴い、対応する変換曲線が更新されます。

変換表の要件

変換表は以下の要件を満たす必要があります。

• 表には 2つ以上のエントリーが必要です。

• 各 HU 値と ED 値は一度しか設定できません。

• 値は厳密に単調増加順でしか入力できません。

• 最大 HU 値は+3071 です。

• HU -1000=ED 0.00 の組み合わせは変換表に必ず含まれるべきデフォルト値です。

• HU 値+3071 に対応する ED 値はユーザー定義可能で、指定する必要があります。

妥当性の確認

OK を押すと、妥当性確認試験で、入力したデータが適正な範囲内にあるかどうかが検証されま
す。制限を超えると、警告メッセージが表示されます。

この場合、承認し、治療に使用する前に入力したデータを再確認する必要があります。

警告
ユーザーは、承認し、治療計画において使用する前に、HU／ED 変換表に入力する値を慎重に確
認する必要があります。

補正パラメーターの設定
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5.2.2 患者の体組織検出のための HU 閾値の調整

患者検出の設定

CT の患者データを初めて読み込む際、iPlan RT Dose では組織モデルの外輪郭の下限値として、
デフォルトで-200 HU の閾値が自動設定されます。

図 29 

HU の閾値の変更方法

外輪郭の設定に使用する閾値は、Set Parameters ダイアログの HU Threshold フィールドで編集
できます。

塗りつぶし空隙の追加方法

自動輪郭アルゴリズムにより、この外輪郭の内側にある空隙がすべて自動的に塗りつぶされま
す。

オプション ページ

次に行う線量計算のためにこれらの空隙もアルゴリズムに考慮されるよう、Add
fully enclosed cavities to patient チェックボックスを選択します。

P. 100

続いて、スキャナーや空隙によるアーチファクトなどの、線量計算に無関係のイ
メージデータを除外するなどの目的で外輪郭を調整できます。

P. 98

ローカライズされていないデータセットの場合、組織モデルの領域を制限するこ
ともできます。

P. 84

外輪郭の追加方法

外輪郭も iPlan RT Image であらかじめインポートできます。インポートされた外輪郭は iPlan
RT Dose で検出できます。

ステップ

1.
この方法で作成した外輪郭が iPlan RT Dose で検知できるようにするには、これをリフ
ァレンスセットとして選択した CT セットと同じ CT セット内で定義する必要があります
（P. 90 を参照）。

2.
すべての設定が Set Parameters ダイアログで行われている場合、iPlan RT Image で作成
した外輪郭か、上述の Patient Detection Settings を基準に作成した外輪郭のいずれか
を選択するよう指示されます。

3.
iPlan RT Image で作成した外輪郭を選択すると、輪郭は標準的な外輪郭に変換されま
す。この変換は一度しか実施されず、計画を再度読み込むことによってしかやり直すこ
とはできません。

サーフェイスセグメンテーション
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5.2.3 組織モデルの分解能の調整

概説

システムパフォーマンスと線量計画の精度のバランスを最適にするために、組織モデルの分解能
を調整できます。

注記： 組織モデルの低分解能は線量計算の低精度につながります。
 

組織モデルの分解能の変更方法

ステップ

1.

Set Parameters ダイアログの Resolution of Tissue Model で、スキャンの座標用に設
けられているフィールドに、オリジナルのスキャンの分解能を組織モデル向けに低下さ
せるための係数を入力します。

2.

Use Average Slice Distance チェックボックスにチェックを入れると、リファレンスセ
ットに含まれるすべてのスライス間隔の平均値を基準にした、完成組織モデルに対して
平均スライス間隔も計算されます。スキャンスライスの実際の数は変わりません。

このチェックボックスにチェックを入れないと、リファレンスセット内で最小のスライ
ス間隔が組織モデルに均一に適用されます。スキャンスライスの数はそれに従って増加
します。

注記： 該当するイメージセットについて使用可能なスライス間隔に関する詳細は、Plan
Content タブに表示されるイメージセットのプロパティー（P. 484 を参照）にあります。
 

システムパフォーマンス

構成設定および最終的な分解能に必要なシステムメモリーは Resolution of Tissue Model エリ
アの下部に表示されています。

組織分解能への変更の検証方法

既存のスキャン情報と比較して変更点を検証するには、Functions エリアの Update Tissue 機能
が使用できます（P. 102 を参照）。

正確な比較を行うには、Display Interpolation オプションを無効にしておくことも有用です
（P. 495 を参照）。

補正パラメーターの設定
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5.2.4 線量分解能の調整

線量分解能および DVH

Set Parameters ダイアログに表示されている線量分解能の設定は、線量体積ヒストグラムにおけ
る線量計算グリッドを設定するための基準として使用されます（P. 219 を参照）。

線量分解能の調整方法

ステップ

1.

線量分解能の調整は Dose Resolution Settings で行います。

一般的に、Dose Resolution フィールドに入力するミリ単位の数値が低いほど、線量計算
時の精度は高くなります。

2.
非常に小さい体組織の場合でも、グリッドサイズを自動調整して正確な線量計算ができ
るようにするには、Finer for Small Objects チェックボックスを有効にすることが推奨
されています。

DVH 内での線量分解能の変更

ここで行う設定は、その後線量体積ヒストグラム自体の中でも変更できます（P. 219 を参
照）。

警告
線量計算の精度は、ユーザー定義の線量グリッドの分解能に左右されます。最終的な治療計画の
承認に使用する値は可能な限り低く抑え、5 mm を超えることのないようにする必要があります。
サイズが 30 mm 未満の小さなオブジェクトの場合は 3 mm 以下の値を設定することが強く推奨さ
れます。

サーフェイスセグメンテーション

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 83



5.2.5 治療タイプの設定

治療タイプの設定方法

Set Parameters ダイアログにある Treatment Type エリアにおいて、治療予定の部位に応じて
Cranial または Extracranial を選択してください。

図 30 

オブジェクトのクリッピング

ローカライズされていない頭蓋内画像のデータセットと、頭蓋外画像のデータセットの場合、マ
ニュアルでクリップ範囲を設定することにより、スキャナーカウチなど、線量計算に不要な領域
を取り除くことができます。

図 31 

ローカライズ済みの頭蓋内データセットの場合は、ローカライザーボックスが持つ座標系を基
に、クリップ範囲がローカライザーボックス内にてアキシャル（X-Y）方向で調整されます。こ
の場合、オブジェクトクリッピング機能は使用できません。

警告
作成された外輪郭と組織モデル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。

クリッピング範囲の変更方法

ステップ

1.

ダイアログの右側にある Adjust Outer Contour Region ボタンをクリックします。

2.
Axial、Coronal または Sagittal のいずれかのビューで、マウスを青色の枠上に置き、
除外したい領域が枠の外に出るように調整します。

3.
Set Parameters ダイアログで OK をクリックすると、選択内容は確定され、選択した領域
が外輪郭から排除されます。

補正パラメーターの設定
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5.2.6 テーブルトップの設定

概説

放射線がテーブルトップのような均質なカーボンファイバーレイヤーを透過する場合、減衰や線
量ビルドアップが発生します。Set Parameters ダイアログの中で、計画した治療の中で使用する
テーブルトップを指定することにより、線量計画時にこれらの効果が考慮されます。

テーブルトップの設定

このオプションは、頭蓋外およびブレインラボのフレームレス SRS CT/アンギオローカライザー
＆ターゲットポジショナーまたは H&N ローカライザーアンドターゲットポジショナーを使用する
頭蓋内の治療に使用できます。

iPlan RT での使用および読み込みが可能なのは、対応するローカライザーでローカライズした治
療計画のみです。

図 32 

注記： フレームレス SRS ユニバーサル CT オーバーレイをローカライザーボックスと一緒に使用
すると、ソフトウェアは X-Y 方向のクリッピング範囲をローカライザーボックス内のエリアに合
わせて自動的に調整します。CT オーバーレイがクリッピングされるので、線量計画でテーブルト
ップを考慮する必要がある場合は、テーブルトップの設定でフレームレス SRS ユニバーサルカウ
チエクステンションを選択する必要があります。
 

テーブルトップの設定の変更方法

ステップ

1.
テーブルトップを選択するには、Set Parameters ダイアログでチェックボックス Add
Table Top にチェックマークを入れます。

2. ドロップダウンリストから適切な頭部エクステンションを選択します。

3.
Set Parameters ダイアログの Coronal ビューで、画像のテーブルのトップ
レイヤーが見えるようになるまで画像セットをスクロールします。

4.

Set Parameters ダイアログの右側にある Adjust Outer Contour Region ボ
タンを有効にします。

（別のファンクションボタンを使用すると、Adjust Outer Contour Region
ボタンをもう一度有効にしなければならなくなります）。

5.
Coronal ビューで青/黄のフレームの上にマウスを重ね、頭部エクステンションの輪郭を
目的とする治療位置まで動かします。

6. Axial/Sagittal ビューで、位置の調整具合を微調整および確認します。

7. メッセージを確認したら、Set Parameters ダイアログで OK をクリックします。

8. テーブルトップを選択すると、それが再構成ビューに表示されます（P. 84 を参照）。

テーブルトップの密度情報は、Original/Tissue スライダー（P. 102 を参照）およびハンスフ
ィールド値測定機能（P. 511 を参照）を使ってメイン画面で検証できます。
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注記： Varian IGRT モデルなど、カウチトップのモデルによっては、カウチトップのモデルをウ
ィンドウイングレベルを-700 未満に設定する必要があります。ウィンドウイングレベルを設定す
るには、P. 505 および P. 507 を参照してください。治療計画内でテーブルトップを選択、使
用した場合には、Tissue Model の下の Parameters for Physicist プリントアウトに示されま
す。常に、正しいテーブルトップを選択、使用していることを確認してください。
 

警告
治療前に、選択したテーブルトップが治療計画で使用したテーブルトップと同じであることを、
治療室内に入ってご自分の目で確かめてください。

テーブルトップの配置

ローカライズ済みの患者に対しては、テーブルトップの位置はローカライザーの座標を基に自動
調整され、ユーザーが変更することはできません。

ローカライズされていないリファレンスセットを選択した場合（P. 89 を参照）、テーブルト
ップの位置は、以下のようにクリッピングボックス（P. 84 を参照）の位置と連動します。

• AP direction：CT スキャンの方向が仰臥位の場合にはテーブルトップはクリッピングボック
スの後方の境界に、スキャンの方向が腹臥位の場合にはクリッピングボックスの前方の境界に
追加されます。

• LR and HF direction：テーブルトップの中心はクリッピングボックスの中心にセンタリング
されます。

テーブルトップの位置は、SetParameters ダイアログの再構成ビューの中で検証できます。

安全上の注意

警告
治療前に、選択したテーブルトップが治療計画で使用したテーブルトップと同じであることを、
治療室内に入ってご自分の目で確かめてください。

警告
ユーザーは、テーブルトップの位置精度を、患者位置を基準に検証する必要があります。この検
証は、テーブルトップにほぼ水平に照射されるビームに対して特に必要です。線量計画と実際の
治療セットアップの小さな違いによって、線量の計算値と実際値の誤差が大きくなる可能性があ
ります。

警告
テーブルトップのモデルは、実際のジオメトリーに近似していますが金属製のコネクターを含む
高密度領域は考慮されていません。ビームおよびアークエレメントの照射方向を適宜調整して、
これらの領域への照射を避けてください。

警告
一般的に、テーブルトップに載せた患者に対する（後方からの）治療は避けてください。しかし
これが避けられない場合には、線量計算を行うために、サーフェイスセグメンテーションタスク
にお使いのテーブルトップのモデルを含めてください。そうしなければ、計算された線量分布に
は付加的な減衰や、テーブルトップ付近で高くなる皮膚線量が含まれないことを念頭に置いてく
ださい。この場合にはマニュアルで線量計算を修正する必要があります。

警告
ブレインラボ製でないテーブルトップの場合、組み込まれているパラメーターが実際に使用され
ているテーブルトップと一致していることは保証されません。適切な QA を実行することによ
り、iPlan の計算がお使いのテーブルトップに対応していることを確認してください。

警告
CT スキャンの範囲がテーブルトップよりも小さくても、テーブルトップは XY 方向に伸長されま
す。テーブルトップ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、
いずれか小さいほうに描出されることに注意してください。

警告
治療前に、選択したガントリーおよびテーブルの角度により患者がけがをしないように、または
治療システムなどの機器が損傷せずに治療に使用できることを、治療室内に入ってご自分の目で
確かめてください。

警告
患者の CT スキャンにも含まれるテーブルトップを治療に使用している場合（フレームレス SRS
ユニバーサルカウチエクステンションなど）、テーブルトップが Surface Segmentation タスク
での外輪郭によって正しく検出されることを確認します。ブレインラボは、Add Table Top 機能
を使用して、スキャンされたテーブルトップを人工のテーブルトップモデルに交換することを推
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奨しています。使用しているテーブルトップが人工テーブルトップのリストに含まれておらず、
正しく検出されない場合、スキャンされたテーブルトップが正しく検出されるまで、HU の閾値を
調整します。
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5.2.7 スキャンおよび治療の方向

概説

Set Parameters ダイアログで設定を確定するには、表示されるローカライザー情報と方向情報を
確認、承認する必要があります。

承認エリア

図 33 

パラメーターの確認方法

ステップ

1. 表示される情報を確認します。

2. 再構成ビューの CT 画像の方向が患者アイコンの方向に一致していることを確認します。

3.
治療方向は常に頭部がガントリー側になります。足がガントリー側の治療方向はサポー
トされていません。

4.
表示されている情報が適切であることが確認できたら、Acknowledged チェックボックス
にチェックマークを入れます。

5. これで OK をクリックすると設定が確定され、ダイアログを終了できます。

注記： iPlan RT Dose は頭部がガントリー側の治療のみに対応しています。インポートしたデー
タはこれに応じて変換されます。
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5.3 リファレンスセットの変更

概説

CT データセットが複数ある場合、リファレンスデータセットを変更することができます。リファ
レンスセットは以下の目的で使用します。

• 線量計算アルゴリズムに使用する外輪郭と組織モデルを定義

• 次に行う患者位置合わせのためにデジタル再構成シミュレーション画像（DRR)を計算

注記： 治療計画に CT のイメージセットが複数含まれる場合は、P. 94 を参照してください。
 

使用可能なイメージセット

選択したイメージセットが以下の条件を満たしている限り、どんなイメージセットをもリファレ
ンスセットとして選択できます。

• 現在のリファレンスセットにフュージョンされている

• ローカライゼーションのステータスが同じ

リファレンスセットは、上述のケースに当てはまる、フュージョンチェーン内のどのイメージセ
ットに変更することも可能です。

ローカライズしていないイメージセットでも、現在のリファレンスセットにフュージョンされて
いるローカライズ済みイメージセットにフュージョンされている場合、リファレンスセットとし
て設定できます。

ローカライズ済みイメージセットを複数使用すると混乱が生じるおそれがあります。必ず、フュ
ージョンチェーン内の 1つ目のイメージセットの座標を使用してください。

注意
ローカライズしたデータセットが複数ある場合は、患者の位置決めに正しいセットを選択するよ
う、注意してください。ヘッドリングの位置を変更したり患者の撮像をやり直すことなどによっ
て CT の撮像と治療を行う間に患者またはローカライザーが移動した場合には、以前に作成した
データセットの座標系は無効になります。無効なデータセットを選択すると、患者の位置合わせ
を誤ることになります。

警告
リファレンスセットを変更する場合、体組織が正しく計算されており、患者の位置合わせや方向
が治療用に設定されていることを確認してください。

サーフェイスセグメンテーション

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 89



5.3.1 リファレンスセットの選択

リファレンスセットの選択

Choose Reference Set...ボタンをクリックして選択用ダイアログを開きます。

注記： 現在の患者に使用できる画像データによっては、患者データが読み込まれるとリファレ
ンスセットを選択するよう、自動的に指示される場合があります。
 

Set Selection ダイアログ

①

②
③

図 34 

選択方法

ステップ

1.
使用可能なイメージセットのリスト①の中から、表示したいイメージセットを選択しま

す。

2.

スライスビューエリア②から適切なスライスを選択します。

• スライスビューエリアでは、選択したスライスやスライスセットは青色にハイライト
されます。

• プレビューエリア③には、現在選択しているスライスが確認用に表示されます。

3.
OK をクリックすると、選択を確定し、スライスを Planning エリアのイメージビュー内に
表示できます。

選択の表示

選択したリファレンスセットが Choose Reference Set ...の下に表示されます。

図 35 

警告
組織が正しく計算されており、患者の位置合わせや方向が治療向けに設定されていることを確認
してください。これは、リファレンスセットを変更した場合には特に重要です。
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5.3.2 リファレンスセットとアライメントセットの指定による影響

概説

iPlan RT Dose で作成した放射線治療計画向けに iPlan RT Image でイメージフュージョン情報を
変更した場合の、イメージセット指定の結果を正しく理解するために、以下にいくつかの基本的
な定義を示します。

イメージフュージョンの用語

フュージョンペア
これは、iPlan RT Image で特定の順序でフュージョンされた、2 つのイメ
ージセットの組み合わせです。

関連セット
これはフュージョンペアのうち 2 つ目のイメージセットです。アライメン
トセットにフュージョンされます。

アライメントセッ
ト

これは同じ治療台で次に行う患者の位置合わせに使用するイメージセット
です。アライメントセットはフュージョンペアにおいては 1 つ目のイメー
ジセットであり、フュージョンルートと同じです。

リファレンスセッ
ト

線量計算アルゴリズムに使用するため、また DRR 計算で使用するために
iPlan RT Dose で指定したイメージセットです（P. 73 を参照）。

例 1：

CT1 MR1
このフュージョンペアでは：

• CT1 はアライメントセットです。

• MR1 は CT1 にフュージョンした関連セットです。

フュージョ
ンルート

治療計画に含まれるイメージセットの数、および iPlan RT Image で作成された
フュージョンペアの数に応じて、1 つまたは 2 つのフュージョンルートが存在し
ます。

例 2：

CT1 MR1

CT2MR2
この場合：

• すべてのイメージセットが直接または間接的にフュージョンされていることから、CT1 がフュ
ージョンルートです。

• CT1 または CT2 をリファレンスセットとして選択できます。

イメージフュージョンの表示

Plan Content タブに、有効なフュージョン情報が表示されます。

図 36 
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この場合、CT1 はフュージョンルートでありながらアライメントセットでもあります。

イメージセットの指定

現在のイメージセットの指定は、治療計画のプロパティーで確認することができます（P. 161
も参照）。

図 37 

フュージョンチェーンにおける 1つ目のイメージセットの重要性

iPlan RT Image で設定したフュージョンチェーン内の 1 つ目のイメージセット（P. 91 を参照）
は、iPlan RT Dose ではデフォルトでリファレンスセットとして使用されます。これをそのまま
確定しても、マニュアルで変更してもかまいません（P. 73 を参照）。

次に治療テーブルで行う、患者の位置決めに使用するアライメントセットは、自動的に iPlan RT
Image で設定したフュージョンチェーン内の 1 つ目のイメージセットと同じものが使用されま
す。iPlan RT Dose ではアライメントセットをマニュアルで設定することはできません。

P. 91 で解説しているとおり、たとえば iPlan RT Image で新規のイメージセットをインポートお
よびフュージョンするなどして治療計画が変更された場合、新規のアライメントセットも自動設
定されます。

新規アライメントセットが設定されると、オリジナルのアライメントセットのイメージセットを
ベースに行った線量計画は無効になります。

安全上の注意

警告
たとえば iPlan RT Image で新規のイメージセットをインポートまたはフュージョンするなどし
て治療計画が変更された場合、新規のアライメントセットも自動設定されることがあります。自
動設定が行われるかどうかは、iPlan ソフトウェアで使用する、スキャンフォーマット、スキャ
ン日、スライスセット内のスキャン画像の数など、内部的なフュージョン規則によって決まりま
す。

警告
iPlan RT Image を使った治療計画の変更に続いて新規のイメージセットがチェーンの 1 つ目のセ
ットになった場合には、これに伴い iPlan RT Dose におけるアライメントセットが変更されま
す。このため、iPlan RT Dose 内のすべての治療計画情報を慎重に確認、検証する必要がありま
す。
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警告
既存のローカライズされた治療に別のローカライズされた画像を追加する場合、新しい CT デー
タセットはアライメントセットとして認識され、新しいフュージョンルートに切り替わります。
これにより、ビームの形状（組織を通過するビームパス）に関して、予告なく計画が変更されま
す。そのため、線量分布およびビームパスは慎重に検証してください。

警告
ローカライズされた治療にローカライズされた更新画像を追加する場合、線量計画について前の
リファレンスセットは無効になります。サーフェイスセグメンテーションタスクで、新しくロー
カライズした更新 CT 画像をリファレンスセットとして指定してください。

無効なリファレンスセットを割り当てている限り、iPlan RT 4.5.4 以前のバージョンまたは
iPlan RT Image 4.1.2 以前で作成した治療計画に Export to ExacTrac 機能および TaPo 印刷機能
を使用することはできません。サーフェイスセグメンテーションタスクで、新しくローカライズ
した更新 CT 画像をリファレンスセットとして指定してください。
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5.3.3 リファレンスセットの例

概説

以下ではリファレンスセットとアライメントセットの変更／選択について、実際の方法およびワ
ークフローを示します。

これは、たとえば患者の位置合わせに当たってより新しい CT スキャンを使用したい、または仰
臥位のイメージセットの代わりに腹臥位のイメージセットを使用したい場合などに起きるケース
です。

注記： 下に例として挙げているデフォルトのフュージョン案（また逆方向の案）は iPlan RT
Image のフュージョンルールによって決まることに注意してください。下記の例では、新しいス
キャンセットのほうが撮像の日付が遅いと想定されます。
 

フュージョンの方向

以下の表は、その下に続く各ケースのフュージョン方向を示します。

NO_LOC ローカライズされていない CT 画像

CT_LOC 治療用にローカライズされた CT 画像

ケース
No.

解説 CT#1 フュージョ
ンの方向

CT#2 リファレンスセットの選
択

（推奨）

1
頭蓋外の更新画像
（CT#2）

NO_LOC NO_LOC リファレンスセットを
CT#2 に変更

2
頭蓋外の診断画像
（CT#1）

NO_LOC NO_LOC リファレンスセットを変
更しない

3
ローカライズされ
ていない頭蓋内の
更新画像（CT#2）

CT_LOC NO_LOC リファレンスセットの
CT#2 への変更を検討

4
ローカライズされ
ていない頭蓋内の
診断画像（CT#1）

NO_LOC CT_LOC リファレンスセットの変
更は必要なし

5
ローカライズされ
た頭蓋内更新画像

CT_LOC CT_LOC リファレンスセットは変
更不可

ケース 1：頭蓋外更新画像

エグザックトラックを使用しており、どのイメージセットもローカライズされていない場合、エ
グザックトラックにより、ボディマーカーが自動検出されます。スキャン画像 CT#1 を基準にし
た計画がすでにあるが、CT#2 という新しい画像でエグザックトラックで治療を続けたいとしま
す。治療をするには、元の画像（CT#1)のとおりに患者位置がテーブルに合わせられている必要
があるが、アイソセンターの位置は新規の画像（CT#2）に基づいています。

イメージセットの現在の割り当て（CT#1 を基準にした、承認済みの治療計画へ使用する場合）

• CT#1 が Alignment Set に指定されている。

• CT#1 が Reference Set に指定されている。

ワークフロー

ステップ

1. 既存の計画に新規の CT 画像を追加する。

2.

デフォルトのフュージョン案で両方の CT のイメージセットをフュージョン（iPlan RT
Image）。

(CT1 CT2)

リファレンスセットの変更
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ステップ

3.
新規の CT 画像を Surface Segmentation 画面（iPlan RT Dose）で Reference Set に指定
する。

4.
Approval ダイアログで治療計画を承認し、該当の iPlan RT Dose 機能を使ってエグザッ
クトラックにエクスポートする。

ワークフロー終了後のイメージセットの割り当て

• CT#1 が Alignment Set に指定されている。

• CT#2 が Reference Set に指定されている。

ケース 2：頭蓋外の診断用画像

エグザックトラックを使用していて、たとえば仰臥位の CT の診断画像（#1)を持っているが、治
療には腹臥位の別の CT 画像（#2）を使用しようとしている場合。

イメージセットの現在の割り当て（治療計画が CT#1 を基準にしている場合）

• CT#1（仰臥位）が Alignment Set に指定されている。

• CT#1（仰臥位）が Reference Set に指定されている。

ワークフロー

ステップ

1. 治療計画に新規（例：腹臥位）の CT 画像を追加する。

2.

デフォルトのフュージョン案の逆方向で両方の CT のイメージセットをフュージョン
（iPlan RT Image）。

(CT2 CT1)

3.
別の画像方向の治療計画を新規作成したい場合（仰臥位でなく腹臥位など）は、Appro‐
val ダイアログで治療計画を確定し、対応する iPlan RT Dose 機能を使ってエグザックト
ラックにエクスポートする。

ワークフロー終了後のイメージセットの割り当て

• CT#2（例：腹臥位）が Alignment Set に指定されている。

• CT#2（例：腹臥位）が Reference Set に指定されている。

ケース 3：ローカライズされていない頭蓋内の更新画像

ローカライズされていない、新規の頭蓋内の CT 画像を使用したい場合。撮像範囲が関心領域全
体をカバーしていれば、新規のイメージセットを Reference Set として定義できます。新しい画
像が、特定の範囲に輪郭を付けるだけのために使用される場合は、Reference Set を変更するこ
とは推奨されません。

イメージセットの現在の割り当て（CT#1 を基準にした、承認済みの治療計画へ使用する場合）

• CT#1（ローカライズ済み）が Alignment Set に指定されている。

• CT#1（ローカライズ済み）が Reference Set に指定されている。

ワークフロー

ステップ

1. 既存の治療計画に新規の CT 画像（CT#2）を追加する。

2.

デフォルトのフュージョン案で両方の CT のイメージセットをフュージョン（iPlan RT
Image）。

(CT1 CT2)

3.
新規の CT 画像（CT#2）を Surface Segmentation 画面で Reference Set に指定する
（iPlan RT Dose）。

4.
Verfication ダイアログで治療計画を検証し、Approval ダイアログで確定する（iPlan
RT Dose）。
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ワークフロー終了後のイメージセットの割り当て

• CT#1（ローカライズ済み）が Alignment Set に指定されている。

• CT#2（未ローカライズ）が Reference Set に指定されている。

ケース 4：ローカライズされていない頭蓋内の診断画像

すでに CT の診断画像（#1）があり、ローカライズした治療には新しい CT 画像（#2）を使用した
い場合。

イメージセットの現在の割り当て（治療計画が CT#1 を基準にしている場合）

• CT#1 が Alignment Set に指定されている。

• CT#1 が Reference Set に指定されている。

ワークフロー

ステップ

1. 新規にローカライズした CT 画像を追加する。

2.

デフォルトのフュージョン案の逆方向で両方の CT のイメージセットをフュージョン
（iPlan RT Image）。

(CT2 CT1)

3.
新規の CT 画像を Surface Segmentation 画面（iPlan RT Dose）で Reference Set として
検証する。

4. 治療計画を新規作成し、Approval ダイアログで確定する（iPlan RT Dose）。

ワークフロー終了後のイメージセットの割り当て

• CT#2 が Alignment Set に指定されている。

• CT#2 が Reference Set に指定されている。

ケース 5：ローカライズされた頭蓋内の更新画像

新規にローカライズした画像をアライメントセットとして使用することが目的です。

イメージセットの現在の割り当て（CT#1 を基準にした、承認済みの治療計画へ使用する場合）

• CT#1 が Alignment Set に指定されている。

• CT#1 が Reference Set に指定されている。

ワークフロー

ステップ

1.
既存の治療計画にローカライズされた更新 CT 画像（CT#2）を追加する。新規にローカラ
イズされた更新 CT 画像（CT#2）が自動的に Alignment Set として割り当てられる
（iPlan RT Image）。

2.
両方の CT のイメージセットをフュージョン（iPlan RT Image）。

(CT1 CT2)

3.
新規の CT 画像を Surface Segmentation タスク（iPlan RT Dose）で Reference Set とし
て確認する。

4.
Verfication ダイアログで治療計画を検証し、Approval ダイアログで確定する（iPlan
RT Dose）。

ワークフロー終了後のイメージセットの割り当て

• CT#2 が Alignment Set に指定されている。

• CT#2 が Reference Set に指定されている。

リファレンスセットの変更
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5.4 リファレンスポイントの設定

概説

ローカライズされていない頭蓋内および頭蓋外データ内のリファレンスポイントを定義すれば、
次の患者の位置合わせに役立ちます。

イメージビューにおけるリファレンスポイント

図 38 

リファレンスポイントの設定方法

ステップ

1. Set Reference Point をクリックして機能を起動します。

2.

適切なイメージビュー内をクリックすると、垂直面と水平面を示すグレーのラインがイ
メージビュー内に表示されます。

リファレンスポイントはイメージビュー内で自動的にセンタリングされ、対応する座標
が表示されます。

3.

目的の面上でマウスをクリックし、リファレンスポイントが適切に配置されるまで目的
のラインをドラッグします。

水平面と垂直面を同時に動かすには、2つのラインの交点をクリックし、ラインをドラッ
グしてリファレンスポイントを適切な位置に設定します。

注記： 次のプランニングステップにおけるリファレンスポイントの座標は 0, 0, 0 となりま
す。
 

注記： 線量の検証ツールを使用する場合（例：MapCHECK または Delta4）、通常 0,0.0 座標は検
証用ファントムであらかじめ定義されているため、ツールの仕様に応じてリファレンスポイント
を設定する必要があります。
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5.5 輪郭情報の調整

5.5.1 外輪郭

概説

iPlan RT Dose では、患者データの初回読み込み時に Set Parameters ダイアログで設定した患者
検出の設定を基準にした青色の外輪郭が各 2D スライス内に自動生成されます（P. 81 を参照）。

線量計算では、この外輪郭の内側の情報のみが考慮されます。

図 39 

外輪郭の調整方法

Functions エリアで Brush 機能や Eraser 機能を使用し、自動計算アルゴリズムで作成した輪郭を
マニュアルで調整できます。Brush 機能および Eraser 機能は Slices タブから使用できます。

②

①

図 40 

ステップ

1. Functions エリアの Brush Size スライダーバーを使ってブラシサイズを調整します。

2.
外輪郭のサイズを広げるには、Brush 機能を起動し、前図が示すように、必要に応じてブ
ラシ①を輪郭に沿って動かします。

3.
外輪郭のサイズを小さくするには、Eraser 機能を起動し、必要に応じて輪郭を調整しま
す。

4.
調整中に外輪郭の内側にできたスペース②を除外するには、Auto Fill チェックボックス

を有効にします。

安全上の注意

警告
外輪郭はローカライザーの領域内で描出されるため、患者データの一部が除外される場合があり
ます（例：頸部治療の場合）。これらの領域は線量計算で考慮されません。必要な場合は、これ
らはマニュアルで外輪郭に加えてください。

警告
線量計算に使用するために得られた外輪郭や組織モデル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。

輪郭情報の調整
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外輪郭を平滑化する方法

たとえばマスクを使用した治療の場合により均一な線量照射範囲を得るために外輪郭の平滑化を
行います。

外輪郭を平滑化するには、Functions エリアで Smooth Outer Contour をクリックします。

②①
図 41 

No. コンポーネント

① オリジナルの輪郭

② 平滑化した輪郭
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5.5.2 内輪郭

概説

パラメーター設定時に Add fully enclosed cavities to patient チェックボックスを選択する
と、自動輪郭描画アルゴリズムにより、外輪郭内の空隙が自動的に塗りつぶされます（P. 81 を
参照）。

このため、このような内側の空隙には当初は青色の輪郭は付いておらず、後に行う線量計算のた
めに考慮されます。これらの空隙が水として扱われるか、実際の電子密度値が使用されるかは、
不均質性の補正機能が有効かどうかによります（P. 103 を参照）。

① ②
図 42 

No. コンポーネント

① 内側空隙（塗りつぶし）

② 内側空隙（青色の輪郭）

内側空隙の輪郭描画

ステップ

1.
次に行う線量計算から除外されるようにすべての内側空隙の輪郭を描画するには、Set
Parameters ダイアログの Add fully enclosed cavities to patient チェックボックスの
チェックマークを外します（P. 81 を参照）。

2. 内部空隙はソフトウェアで自動的に輪郭描画されます。

内輪郭の調整方法

Brush 機能と Eraser 機能を使用することによって、必要に応じてこれらの輪郭を調整することも
できます。Brush 機能および Eraser 機能は Slices タブから使用できます。

①

②

図 43 
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ステップ

1. Brush Size スライダーバーを使ってブラシサイズを調整します。

2.
内輪郭のサイズを広げるには、Eraser 機能を起動し、上図が示すように、必要に応じて
ブラシ①を輪郭に沿って動かします。

3.
内輪郭のサイズを小さくするには、Brush 機能を起動し、必要に応じて輪郭を調整しま
す。

4.
調整中に内輪郭内のスペース②を除外するには、Auto Fill チェックボックスを起動しま

す。
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5.5.3 体組織の表示と補正

組織モデルの自動更新

組織モデルは以下の場合に自動更新されます。

• Acknowledged チェックボックスにチェックマークを入れた状態で Set Parameters ダイアログ
を閉じた場合（P. 88 を参照）

• Remove 3D Region（P. 107 を参照）または Smooth Outer Contour（P. 99 を参照）機能を使
用した場合

• Next または Go to ...を使って Surface Segmentation ステップを終了した場合（P. 46 を参
照）

• マニュアルでの変更後に Update Tissue 機能を使用した場合（以下参照）

警告
テーブルトップやボーラスなどのオブジェクト追加された場合、またはユーザー定義の HU 値が
特定のオブジェクトに割り当てられた場合などに、組織モデルが自動変更され、それに伴い、計
算された線量分布も自動変更されます。ユーザーは Original/Tissue スライダー（P. 102 を参
照）とハンスフィールド値測定機能（P. 511 を参照）を使って、それぞれの変更が正しいかを
確認する必要があります。最終確認はまた、Physicist's Verification ステップにある、深度と
フィールドの再構成機能を使って行う必要があります（P. 356 を参照）。

マニュアルでの体組織の更新方法

Update Tissue をクリックすると、組織の輪郭に加えた変更（P. 98 を参照）をマニュアルで組
織の輪郭（P. 106 と組織モデル P. 104 を参照）に反映させることができます。

②①

図 44 

たとえば、Update Tissue をクリックすると、初期変更①が輪郭の内側②として明確に表示でき

ます。

ただし、この機能を使用しなくても、Surface Segmentation ステップを終了する際には正しい計
算が行われます。

リファレンスセットと組織モデルの比較方法

Original / Tissue スライダーを使用して、CT リファレンスセットと、それを変更した再構成
（組織モデル）とを切り替え、表示、比較できます。

ステップ

1. スライダーを左側に動かすと CT リファレンスセットが表示されます。

2. スライダーを右側に動かすと更新された組織モデルが表示されます。

輪郭情報の調整
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① ②

図 45 

No. コンポーネント

① オリジナルスライス

② 変更後スライス

警告
組織が正しく計算されており、患者の位置合わせや方向が治療向けに設定されていることを確認
してください。これは、リファレンスセットを変更した場合には特に重要です。

不均質性の補正

オプション

Heterogeneity Correction チェックボックスを有効にすると、CT 画像データが提供する電子密
度情報に従って線量計算が調整されます。

Heterogeneity Correction チェックボックスを無効にすると、外輪郭の内側にあるすべてのデ
ータは水と等価の密度である、との仮定に基づいて線量計算が行われます。明確に輪郭を付け
た内側空隙のみが除外されます（P. 98 を参照）。

警告
Heterogeneity Correction チェックボックスにチェックを入れないと、等価深度を誤る可能性が
あります。

警告
造影剤はスキャン画像内の HU 値を上げるため、患者の撮像に造影剤を使用した場合には、不均
質補正機能を無効にしたほうがよいかもしれません。
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5.6 ボーラスおよび他の 3Ｄオブジェクトの追加

5.6.1 ボーラスの自動定義

概説

皮膚表面に近い PTV を治療する際、目的線量が目的領域に適切に照射されるよう、ボーラスと呼
ばれる組織等価物質を皮膚の上に置くことが可能です。

ボーラスを線量計算で計算に入れるには、ソフトウェア内で指定する必要があります。

Bolus Definition ダイアログ

図 46 

ボーラスオブジェクトの定義方法

ステップ

1. Functions エリアの Artificial タブで Define Bolus ...をクリックします。

2.

Bolus Definition ダイアログで、ダイアログの右側にある Bolus Range ボタンをクリッ
クします。

3.

Axial、Coronal または Sagittal のいずれかのビューで、マウスを青色の枠上に置き、
枠を調整してボーラスでカバーしたい領域（Bolus Range）を定義します。

ボーラスおよび他の 3Ｄオブジェクトの追加
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ステップ

4. Object Name フィールドには、ボーラスオブジェクトに付ける名前を入力します。

5.
Bolus Direction ドロップダウンリストからは、必要とされるボーラスオブジェクトの方
向を選択します。

6.
• HU Value フィールドには、そのボーラスオブジェクトの HU 値を入力します。

• HU は-1000 から 3071 の値が可能です。

7.

• Thickness (mm)フィールドには、そのボーラスオブジェクトの厚さの値を入力しま
す。

• Bolus Range が入力された厚さの値の 2倍以上の場合にのみ、ボーラスオブジェクトは
作成できます。

8. Create Bolus をクリックするとボーラスオブジェクトが作成されます。

9. メインスクリーンに戻るには OK をクリックします。

注記： ボーラスオブジェクトは Object Creation ステップでマニュアルで定義することも可能
です（P. 109）。
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5.6.2 特定の HU レベルの指定

概説

医療用インプラントなど、特定のオブジェクトに適用する特定の HU 値を定義できます。

HU 機能

図 47 

HU 値の変更方法

ステップ

1. Artificial タブ内のオブジェクトリストから、目的のオブジェクトを選択します。

2.
HU Value スピンボックスを使って該当値を選択します。

-1000～+3071 の範囲の HU 値に対応しています。

3. Overwrite HU チェックボックスを有効にします。

注記： オブジェクトが重なる箇所では、重なっているオブジェクトのうち、最も高い HU 値を持
つものにより、重なったボリュームの HU 値が決定します。
 

安全上の注意

警告
場合によっては、CT 画像の HU 値は物質の実際の特性を示しません（質量密度や物質組成な
ど）。このため、インプラントなど非体組織物質の線量計算が不正確になるおそれがあります。

警告
CT 撮像で造影剤を使用した場合、スキャンデータに表示され、線量アルゴリズムでも用いられる
電子密度データは、実際の患者組織の密度とは一致しません。造影画像を使って治療計画を実施
する場合は、不均質補正機能を無効にすることによって線量計算の結果が改善できそうか、ある
いは造影剤を使用していない別の CT 画像を使用したほうが有用かを慎重に検討する必要があり
ます。HU 値やモニターユニットをマニュアルで修正する必要がある場合もあります。

ボーラスおよび他の 3Ｄオブジェクトの追加
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5.6.3 3D オブジェクトの削除

概説

Remove 3D Region ボタンにより、テーブル、ローカライザーの位置など、選択した 3D オブジェ
クトをデータセットから消去することができます。

3D オブジェクトの削除

図 48 

3D オブジェクトの削除方法

ステップ

1. Remove 3D Region をクリックして機能を起動します。

2. 削除したい 3Ｄ画像上にマウスを当て、ハイライトされた領域をクリックします。

3.
Remove 3D Region を再クリックすると、検出された領域が削除され、組織モデルが自動
更新されます。

サーフェイスセグメンテーション
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5.7 サーフェイスセグメンテーションの完了

概説

Surface Segmentation ステップにおける変更が完了したら、次のステップに進めます。

手順

ステップ

1. Navigator エリアで Next をクリックします。

2.

現在の作業ステップ内の変更内容を確定するには、表示されるメッセージの Yes をクリ
ックします。

注記： 組織モデルに対して設定された HU 値（P. 82 を参照）が変換表（P. 79 を参照）で設定
されている値を超えると、対応したメッセージが表示されます。この場合は Set Parameter ダイ
アログで設定を検証する必要があります。
 

警告
誤った線量計算を行うことのないように、深度ビューおよびフィールドビュー、またはサーフェ
イスセグメンテーションタスク内の組織を目視で確認して、確実に線量計算に使用されている組
織モデルが正確であるように注意してください。これには、クリッピング、テーブルトップの設
定および Overwrite HU 設定の検証も含まれます。

サーフェイスセグメンテーションの完了
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6 オブジェクトの作成

6.1 オブジェクトの作成とは

概説

オブジェクトの作成により、解剖学的構造をハイライト、セグメント化し、それらをプランニン
グオブジェクトとして保存できます。

iPlan RT Image または以前のバージョンの iPlan RT Dose から治療計画をインポートした場合に
は、すでにオブジェクトが作成、セグメント化されている場合があります。

プランニングオブジェクトの作成方法

ステップ

1. プランニングオブジェクトのリストを作成します。

2. 患者データ内で解剖学的構造をハイライトして、オブジェクトをセグメント化します。

オブジェクトリストの作成

オブジェクトとは、画像データにおける、リスク臓器、腫瘍、PTV またはその他あらゆる関心領
域などの解剖学的構造です。

以下の中から、目標とするオブジェクトのリストを作成できます。

• 事前に設定された、頭頸部や骨盤など、定義済み身体部位用の、標準オブジェクトのリスト

• PTV など、特定のケース向けに作成するシングルオブジェクト

一度定義し輪郭描画すると、オブジェクトをプランニングに使用できます。

オブジェクトセグメンテーションの方法

ターゲットオブジェクトを選択すると、以下の方法でそれらを画像データ内でハイライトできま
す。

方法

マニュアルセグメンテーシ
ョン

画像データ内のオブジェクトの位置はユーザー自身がマークする
ことができます。以下のような、補助ツールが複数用意されてい
ます。

• Brush
• SmartBrush
• 自動塗りつぶしおよび判読

オートセグメンテーション

iPlan RT Dose ではバンド閾値を使用して、標準の解剖学的構造
を検出、ハイライトすることができます。

注記： 解剖アトラスを用いてオートセグメンテーションを実行し
たい場合、iPlan RT Image を使用してください。
 

オブジェクトの作成
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6.1.1 メインスクリーンの概要

概説

このステップには、重要な解剖学的構造や PTV をセグメント化し、それらをプランニングオブジ
ェクトとして保存することを可能にする、手動および自動のさまざまな機能が含まれます。

iPlan RT Phantom QA を使用している場合（P. 459 を参照）は、放射線量測定装置などの挿入
口の輪郭を描くのにオブジェクト作成機能を使用できます。

メインスクリーン

図 49 

使用可能な機能

コンポーネント 機能

New ...
リストに新規オブジェクトを追加します。ブラシ機能や 3D 機能（以
下参照）でボクセル情報を追加するまで、オブジェクトにはボクセル
情報は含まれません。

Remove 選択したオブジェクトをリストから削除します。

Auto Segmentation ...
オブジェクトのオートセグメンテーション（作成）がユーザー定義の
グレー値領域（バンド閾値の調整）を基に実行されます。X 線画像の
場合、この機能には X-ray Segmentation ...の名称が使用されます。

Brush Size Brush 機能および Eraser 機能のブラシサイズを調整できます。

Contours
このチェックボックスにチェックマークが入っていると、オブジェク
トは輪郭のみが表示されます。

Brush オブジェクトにマニュアルでボクセル情報を追加できます。

Eraser ボクセル情報を削除してオブジェクトの形状を調整できます。

SmartBrush
グレー値を基準にすることにより高速のオブジェクト作成を可能にし
ます。

Draw Sphere
3D オブジェクト（球体）を即座に作成できます。これは必要に応じて
調整可能です。

オブジェクトの作成とは
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コンポーネント 機能

SmartShaper ...
選択したオブジェクトを、必要に応じてマニュアルでモーフィングで
きます。

Auto Fill
このチェックボックスにチェックマークが入っていると、Brush 機能
を使って囲んだ領域は自動的に塗りつぶされます。

Interpolation
このチェックボックスにチェックマークが入っていると、2 つの隣接
しない、可視スライスに Brush 機能または SmartBrush 機能を使って
追加したボクセル情報が、その 2枚のスライスの間で補間されます。

Advanced Manipulation 既存のオブジェクトを基準に、新規オブジェクトを作成できます。

Role Reassignment 機
能

処方の中で特定の役割を指定されたオブジェクト（P. 166 を参照）
を他のオブジェクトに置き換えることができます（P. 146 を参
照）。

Create Dose Object
等線量曲線からオブジェクトを作成できます。これは、線量を設定後
にのみ使用可能です。P. 272 を参照。

Undo 最後に加えた変更を元に戻します。

Redo 最後に元に戻した変更を復元します。

安全上の注意

輪郭描出にフュージョン済みのセットを使用する場合には、必ずリファレンスセット上でオブジ
ェクトが正確かどうかを再確認してください。

警告
再構成ビュー内で関心領域のセグメンテーションを行う場合、再構成ビューに表示されている画
像は補間画像であるため、必ずしもオリジナルのイメージスライスに含まれているとおりのボク
セルデータの目標値や予測値が示されていないことに注意してください。このため、計画オブジ
ェクトはオリジナルのスライスセットで検証する必要があります。

警告
セグメンテーション後のオブジェクトはソフトウェアにインプットされた情報を基準に作成され
ます。実際の解剖学的構造との一致精度は、ピクセルサイズ、スライス数、スライス密度および
セグメンテーションの精度によって異なります。

警告
既存の治療計画ですでに使用されているオブジェクト（PTV や OAR など）を変更、または削除し
た後には、必ず計画内容（リーフ位置など）の正確さを検証してください。オブジェクトへのあ
らゆる調整は、線量計画を行う前に実施してください。

Planning エリア

プランニングビューやツールバーにある機能については、P. 471 に詳細を記載しています。

4-D データシリーズ

4-D データシリーズが使用可能な場合は、臓器の動きのシミュレーションが見られるコントロー
ルパネル（P. 147 を参照）がスライスや再構成ビューの右下に表示されます。

オブジェクトの作成
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6.2 オブジェクトリストの作成

6.2.1 空のオブジェクトの作成

概説

プランニングに使用できるオブジェクトリストを以下より作成できます。

• iPlan RT Dose より提供される標準のストラクチャー

• ユーザー自身が定義するカスタムのオブジェクト

これらのオブジェクトは初めは空です。マニュアルまたはオートセグメンテーションにより、内
容を追加してください。

オブジェクト

それぞれのオブジェクトには以下の情報が含まれます。

• 名前

• ストラクチャータイプ

ストラクチャータイプが（PTV、腫瘍、または不明など）正しく選択されないと、オブジェクト
は治療計画のテンプレートとして認識されず、テンプレートベースのプランニングが行えませ
ん。

オブジェクト作成の開始方法

Functions エリアで New ...をクリックします。

オブジェクトリストの作成
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オブジェクト作成タブ

図 50 

シングルオブジェクトの追加方法

以下の方法で単一のオブジェクトをマニュアルで追加することができます。

ステップ

1. Single Object タブをクリックします。

2.
• Name フィールドにオブジェクトの名前を入力します。または、

• Structure リストから適切なオブジェクトを選択します。

3. 新しいストラクチャーの色を変更したい場合は目的の色をクリックします。

4. Image Set リストから、オブジェクトを所属させたいイメージセットを選択します。

5.
OK をクリックすると設定内容が確定され、Functions エリア内に新規オブジェクトが追
加されます。

注意
オブジェクトの名前を付ける際は特に注意してください。複数のオブジェクトを同じ名前やスト
ラクチャーで定義するのは避けてください。ストラクチャー情報は、後に行う、iPlan RT Dose
テンプレートを使ったプランニングでも考慮されます。

オブジェクトの作成
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複数オブジェクトの追加方法

以下の方法で、よく使用されるオブジェクトのリストを含む、あらかじめ定義されたテンプレー
トを選択できます。

ステップ

1. Multiple Objects タブをクリックします。

2.

Treatment Templates リストから目的の治療テンプレートを選択します。

定義された Template に保存されていない複数のオブジェクトをマニュアルで追加するに
は、テンプレートリストから All Objects を選択します。

3.

• Objects リストから目的のオブジェクト（複数の同時選択も可能）を選択します。また
は、

• 全オブジェクトを選択するには Select All をクリックします（テンプレート用にあら
かじめ選択されている）。

4.
OK をクリックすると設定内容が確定され、Functions エリア内のリストに選択したオブ
ジェクトが追加されます。

オブジェクトテンプレートの作成方法

複数のオブジェクトを含むその他のテンプレートを以下の方法でマニュアルで作成できます。

ステップ

1. Multiple Objects タブをクリックします。

2. テンプレートリストから All Objects を選択します。

3. Objects リストから目的のストラクチャーを選択します。

4.
New Template をクリックし、表示される Template ダイアログに、新規テンプレートの名
前を入力します。

5.
Template ダイアログで OK をクリックすると設定内容が確定され、Multiple Objects タ
ブ内のリストに新規テンプレートが追加されます。

オブジェクトテンプレートの削除方法

Multiple Objects タブからオブジェクトテンプレートを削除する方法は以下のとおりです。

ステップ

1. 1 Treatment Templates リストでテンプレートを選択します。

2. 2 Remove をクリックします。

オブジェクトの削除方法

Functions エリアからオブジェクトを削除する方法は以下のとおりです。

ステップ

1. 1 Functions エリアのリストから削除したいオブジェクトを選択します。

2. 2 Remove をクリックします。

オブジェクトリストの作成
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6.2.2 オブジェクトリストについて

概説

オブジェクトとしてセグメント化した解剖学的構造が Functions エリアの上部にリスト表示され
ています。対応するセグメント機能はリストの下に表示されます。

リストにあるオブジェクトのステータス

アイコン 解説

オブジェクトが有効になると、リストでは開いた目のアイコンがオブジェクトの
横に表示されます。オブジェクトを非表示にするにはこのアイコンをクリックし
ます。

オブジェクトが無効になると、リストでは閉じた目のアイコンがオブジェクトの
横に表示されます。オブジェクトを表示するにはこのアイコンをクリックしま
す。

リストにあるオブジェクトのプロパティー

オブジェクトのプロパティーの表示、変更は Functions エリアのリストからいつでも実行できま
す。

オプション

オブジェクトの色および不透明度を変更するにはこのカラーの四角形をクリックしま
す。

このボタンをクリックすると以下の操作ができます。

• オブジェクトの色と不透明度の変更

• オブジェクト、および対応付けられたオブジェクトストラクチャーやスライスセッ
トの名前の変更

オブジェクトプロパティーの変更方法

オプション

選択しているセグメントオブジェクトのプロパティーを表示するには、対応するアイ
コンをクリックします。

オブジェクトの作成
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図 51 

コンポーネント 機能

Properties
必要に応じ、Name オブジェクトを編集できます。

表示されるリストからストラクチャーの表示名を選択することもできます。

Select color

以下のようにオブジェクトの色を変更できます。

• Opacity スライダーバーを使うと、3D ビューで現在選択されている色の不
透明度レベルを変更できます。

• 表示されているパレットにある別の色をクリックすれば新たな色を選択で
きます。

Dose Planning

線量計画向けに定義されているオブジェクトタイプがこのタブページに表示
されます。

PTV オブジェクトについては、指定されている治療グループも表示されま
す。これらのグループ指定は Change...をクリックすれば変更することもで
きます（P. 177 を参照）。

安全上の注意

警告
PTV を重ねて設定すると正常組織のボリューム計算が不正確になるおそれがあります。

警告
誤った計算を防ぐためには、PTV は必ず外輪郭で定義されるボリュームの内側に完全に収まるよ
うにしてください。ブーストオブジェクトのボリュームについても、完全に PTV の内側に含まれ
るようにしてください。

オブジェクトリストの作成
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6.3 オブジェクトのマニュアルセグメンテーション

概説

オブジェクトは、初めにリストに追加する際にはコンテンツは含まれていません。これはつま
り、このオブジェクトに対応する画像データ内の領域がないことを意味します。

オブジェクトが示す画像データの部分をセグメント化することにより、オブジェクトにマニュア
ルでコンテンツを追加することができます。

使用可能なマニュアルセグメンテーションの方法

以下の機能を使って画像をセグメント化できます。

機能

Brush オブジェクトに対応する画像の部分をペイントすることが可能です。

Smart Brush グレー値に応じて、画像の部分を自動的に塗りつぶします。

Sphere 球体のボリュームを描画します。

Autofill 画像内の領域を自動的に塗りつぶします。

Interpolation 複数のスライス間のオブジェクトを自動的に補間します。

X 線画像内のコンテンツをセグメント化することも可能です。さらに詳細についてはクリニカル
ユーザーガイド、iPlan RT Image を参照してください。

オブジェクトの作成
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6.3.1 Brush 機能を使ったオブジェクトコンテンツの設定

コンテンツの追加方法

ステップ

1. Functions エリアのリストから目的のオブジェクトを選択します。

2. Brush をクリックします。

3.

• Brush Size スライダーバーでブラシサイズを設定します。

• ブラシのおおよそのサイズを確認するには、マウスを Planning エリアに移動させま
す。

4.

• イメージスライス内のオブジェクトをセグメント化するにはマウスの右ボタンを使用
します（P. 132 を参照）。

• 必要に応じてオブジェクトの輪郭を消去するには、マウスの左ボタンを使用します
（P. 132 を参照）。

5.

Brush 機能を無効にし、マウスの右クリックメニューを使って、必要に応じて現在選択さ
れているセグメントオブジェクトを他のスキャンスライスにコピーします。

イメージビュー内のオブジェクト

図 52 

上図に表示されているのは、Brush 機能を使って作成したオブジェクトです。マウスポインター
がオブジェクトの上にくると、オブジェクトに付けた名前がイメージビューに表示されます。

注記： 再構成ビューで小さなオブジェクトのセグメンテーションを行う際、スライス間隔がオ
ブジェクトのピクセルサイズより大きいと、オートインターポレーション（P. 121 を参照）に
より芳しくない結果が生まれる可能性があります。
 

注記： 再構成ビューで描画すると、オブジェクトが小さい場合（基礎となるスライスセットの
スライス間距離程度のサイズのオブジェクト）は不十分な結果をもたらす可能性があります。
 

オブジェクトのマニュアルセグメンテーション
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6.3.2 SmartBrush 機能を使ったオブジェクトコンテンツの設定

概要

SmartBrush は、画像のセグメンテーション用ツールであり、正常組織を腫瘍組織と区別しやすく
するためなどの高度なセグメンテーション機能を提供します。

似たような画素値を持つ、隣接した領域を自動的に塗りつぶすために使用します。

SmartBrush 機能を使ったオブジェクト作成

図 53 

オブジェクトの作成方法

ステップ

1. P. 112 で解説している方法で空のオブジェクトを作成します。

2. Functions エリアのリストから目的のオブジェクトを選択します。

3. SmartBrush をクリックします。

4.

• Brush Size スライダーバーでブラシサイズを設定します。

• ブラシのおおよそのサイズを確認するには、マウスを Planning エリアに移動させま
す。

5.

• セグメンテーション対象の領域上にマウスポインターを移動し、マウスの左ボタンを
クリックしたまま目的の領域までマウスポインターをドラッグします。

• SmartBrush は、マウスポインターの周囲の領域で同じグレー値／ハンスフィールド値
を持つ、隣接したピクセルをすべてセグメント化します。

6.
セグメント化された領域の端が周囲の領域と正しく区別されていない場合は、Brush 機能
や Eraser 機能（P. 132 を参照）を使ってこれらの境界線を正確に設定します。

オブジェクトの作成
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6.3.3 Draw Sphere 機能を使ったオブジェクト内容の設定

概要

Draw Sphere 機能は 3D の球体状のオブジェクトを治療計画に追加する、画像セグメンテーション
用ツールです。球体のサイズは自由に設定できます。

Draw Sphere 機能を使ったオブジェクト作成

① ② ③

図 54 

No. コンポーネント

① 完成した球体（3D ビュー）

② 完成した球体（2D ビュー）

③ 球体の作成

オブジェクトの作成方法

ステップ

1. P. 112 で解説している方法で空のオブジェクトを作成します。

2. Functions エリアのリストから目的のオブジェクトを選択します。

3. Draw Sphere をクリックします。

4.
セグメンテーション対象の領域の中心にマウスポインターを移動し、マウスの左ボタン
をクリックして、球体が目的の領域をカバーする位置までマウスポインターをドラッグ
します。

球体オブジェクトの調整

ソフトウェアに備わっている編集機能（P. 131 を参照）を使用すると、腫瘍や OAR の輪郭に一
致させるなど、球状のオブジェクトをさらに改良することができます。

オブジェクトのマニュアルセグメンテーション
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6.3.4 Auto Fill 機能と Interpolation 機能

Auto Fill 機能と Interpolation 機能

図 55 

Auto Fill

Brush 機能を使用して円を描画するなどしてイメージスライス内の一領域を囲むと、Autofill チ
ェックボックスにチェックが入っていると囲まれた空間は塗りつぶされます。

① ②
図 56 

No. コンポーネント

① Auto fill 機能が無効

② Auto fill 機能が有効

Interpolation

Interpolation チェックボックスにチェックマークが入っていると、2 つの隣接しない、スライ
スに Brush 機能（または SmartBrush 機能）を使って追加したボクセル情報が、その 2 枚のスラ
イスの間で補間されます。

オブジェクトの作成
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①

②

③

図 57 

No. コンポーネント

① 補間情報

② 初めのスライス

③ 最後のスライス

オブジェクトのマニュアルセグメンテーション
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6.3.5 X 線画像用のオブジェクト作成

準備

X線画像上にオブジェクトを作成するには、以下が必要です。

• ローカライズ済みの CT データセット

• ローカライズした CT データセットと同じ座標系でローカライズした正・側の X 線画像（対応
する DSA 画像を持つ画像）。

オブジェクトの作成用ダイアログ

図 58 

セグメンテーションの実施方法

ステップ

1. メインスクリーンの X-ray Images タブを開きます。

2. 空のオブジェクトを作成します（P. 112 を参照）。

3. X-ray Segmentation ...をクリックしてオブジェクト作成用のダイアログを開きます。

4.
Brush 機能と Eraser 機能を使って（P. 132 を参照）、Frontal タブと Lateral タブに表
示されている X線ビュー内で、目的のストラクチャーのセグメンテーションを行いま
す。

5.

作成したオブジェクトのプレビューを見るには：

タブページの右上にあるプレビュー画面をクリックします。

Overlay Object Preview チェックボックスにチェックマークを入れ、X線ビューにフロ
ンタルとラテラルのそれぞれのオブジェクトを重ねて表示します。

6. 設定内容を確定してこのダイアログを閉じるには OK をクリックします。

オブジェクトの作成
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セグメンテーションの検証

① ②
図 59 

No. コンポーネント

① X 線画像

② CT 画像

手順を完了すると、Planning エリアのイメージビューにセグメント化したオブジェクトが表示さ
れます。

安全上の注意

警告
X 線画像を使ったセグメンテーションでは、厳密な輪郭ではなく、該当ストラクチャーを含んだ
境界オブジェクトが作成されます。このため、この手順は必ずしも 100％正確ではないので、適
切な症例にのみ使用してください（例：AVM など）。X 線画像を使ってセグメンテーションを行
ったオブジェクトはすべて、医療専門家がソフトウェアを使って、CT や MR のデータセット上で
検証する必要があります。誤ったセグメンテーションが行われた場合は、オブジェクトをマニュ
アルで修正するか削除しなければなりません。

注意
Frontal タブおよび Lateral タブに表示される 3D プレビューのオプションを使用することによ
り、ソフトウェアを使用する医療専門家は、セグメント化されたオブジェクトが後にどのように
表示されるか、おおよその見当を付けることができます。ただし、X 線のローカライゼーション
結果やオブジェクトの変換方法によっては、単発的に、このプレビューが輪郭表示した 2D の輪
郭の方向にずれた状態で表示されることがあります。このような場合には、ローカライゼーショ
ンの精度を確認し、基となる CT スライスセット内で X 線セグメンテーションの結果を入念に検
証してください。

CT/MR データセットで変換した X線オブジェクト

オブジェクトが X 線イメージセット内で作成され、その後 3D CT/MR データセットを基準に修正
された場合、その変更点は X線データセットには表示されません。

2 つの X 線画像上の輪郭は、投影機構（2D/3D 変換）を通して 3D オブジェクトに変換されます。
対応する各 CT スライス（ローカライザー経由のレジストレーション）については、X 線画像の輪
郭は投影され、最終的な四角形の中に楕円形が適合されます。それら単独の楕円形の組み合わせ
により、3D オブジェクトが作成されます。

3D データセットを基にした修正分を X 線画像上に表示するには、3D オブジェクトを 2D に変換し
戻す必要があります。この逆変換により情報の欠損が生じ、その後 2 Ｄ輪郭を 3D オブジェクト
へ再変換することによりオブジェクトが変形し、認識不能になるおそれがあります。

オブジェクトのマニュアルセグメンテーション
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このため、iPlan RT Dose では X-ray Segmentation タブで元々作成された輪郭のみが表示され、
3D オブジェクトはビューに表示された輪郭を基に再計算されます。

ストラクチャーはすべて CT または MR データセット内で検証してください。
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6.4 オブジェクトのオートセグメンテーション

概説

オブジェクトは、初めにリストに追加する際にはコンテンツは含まれていません。これはつま
り、このオブジェクトに対応する画像データ内の領域がないことを意味します。

iPlan RT Dose ではバンド閾値を以下のものと併用することにより、オブジェクトを自動的にセ
グメント化できます。

• バウンディングボックス

• マスクオブジェクト

オブジェクトのオートセグメンテーション
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6.4.1 バウンディングボックスを使用したバンド閾値の調整

概説

Band Thresholding は、画素値情報をベースにした、オートセグメンテーションの手順です。

Band Thresholding ダイアログ

図 60 

セグメンテーションの実施方法

ステップ

1. Functions エリアのリストからオブジェクトを選択します。

2. Auto Segmentation...をクリックして Band Thresholding ダイアログを開きます。

3.

Band Thresholding ダイアログ内のツールバーにある Resize Bounding Box ボタンをクリ
ックします（有効になっていない場合）。

4. Mask ドロップダウンリストから Bounding Box を選択します。

5.
アキシャル、コロナル、サジタルの各ビューで、マウスポインターを使って、セグメン
テーションを行う領域を囲むようにバウンディングボックス枠を配置します。

6.

• Maximal Fragment Number ドロップダウンリストから、検出してセグメント化したいセ
グメント片の数を選択します。

• たとえば 1を選択すると、最大の結合片のセグメンテーションが行われます。

7.

ヒストグラムビュー（右下）のグレー値を以下の方法で定義します。

• フィールドに目的の Right と Left の値を直接入力、または

• マウスポインターを使い、対応するフィールドに目標値が表示されるまで左の値スラ
イダーまたは右の値スライダー、あるいはその両方を調整

8.
閾値をより正確に定義するには、Zoom チェックボックスを有効にし、左右の閾値の間に
ある領域を拡大します。

9. OK をクリックして設定を確定し、セグメンテーションを有効にします。
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注記： 赤色のセグメント領域は、定義済みの閾値範囲内にあるスキャン情報を示します。セグ
メント化したオブジェクトのプレビューではありません。
 

セグメンテーションの検証

図 61 

手順を完了すると、Planning エリアのイメージビューにセグメント化したオブジェクトが表示さ
れます。

安全上の注意

警告
特定のストラクチャーについては、バンド閾値の調整によるオートセグメンテーションでは正確
な形状が検出されない可能性があります。このため、ソフトウェアを使用する医療専門家が、オ
ートセグメンテーションを行ったオブジェクトをすべて、オリジナルスライスの中で検証する必
要があります。誤ったセグメンテーションが行われた場合は、オブジェクトをマニュアルで修正
するか削除しなければなりません。

注意
血管のセグメンテーションは注意深く検査、検証する必要があります。

オブジェクトのオートセグメンテーション
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6.4.2 マスクオブジェクトを使ったバンド閾値の調整

概説

Band Thresholding ダイアログでは、マスクオブジェクトで定義した領域内でオブジェクトのセ
グメンテーションを行うこともできます。

マスクオブジェクト

図 62 

マスクオブジェクトの作成方法

ステップ

1. 空のオブジェクトを作成します（P. 112 を参照）。

2.
セグメンテーションを行う領域を広く設定するには、Draw Sphere（P. 120 を参照）また
は SmartShaper（P. 134 を参照）などを使用します。

マスクオブジェクトを使ったバンド閾値の調整

図 63 
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バンド閾値の調整方法

ステップ

1.
2 つ目の空のオブジェクトをマニュアルで作成し（P. 112 を参照）、セグメンテーショ
ンを行うオブジェクトに準拠した名前をこれに付けます。

2.
Functions エリアでこのオブジェクトを選択し、Auto Segmentation...をクリックしま
す。

3.
Band Thresholding ダイアログの下部にある Mask ドロップダウンリストから目的のマス
クオブジェクトを選択します。

4.
ウィンドウイングをより正確に定義するには、Zoom チェックボックスを有効にし、左右
の閾値の間にある領域を拡大します。

5.

• Maximal Fragment Number ドロップダウンリストから、検出してセグメント化したいセ
グメント片の数を選択します。

• たとえば 1を選択すると、1塊のオブジェクトを作るためのセグメンテーションが行わ
れます。

6.

ヒストグラムビュー（右下）のグレー値を以下の方法で定義します。

• フィールドに目的の Right と Left の値を直接入力、または

• マウスポインターを使い、対応するフィールドに目標値が表示されるまで左の値スラ
イダーまたは右の値スライダー、あるいはその両方を調整

7. OK をクリックして設定を確定し、セグメンテーションを有効にします。

セグメンテーションの検証

図 64 

手順を完了すると、Planning エリアのイメージビューにセグメント化したオブジェクトが表示さ
れます。

安全上の注意

警告
特定のストラクチャーについては、バンド閾値の調整によるオートセグメンテーションでは正確
な形状が検出されない可能性があります。このため、ソフトウェアを使用する医療専門家が、オ
ートセグメンテーションを行ったオブジェクトをすべて、オリジナルスライスの中で検証する必
要があります。誤ったセグメンテーションが行われた場合は、オブジェクトをマニュアルで修正
するか削除しなければなりません。

注意
血管のセグメンテーションは注意深く検査、検証する必要があります。

オブジェクトのオートセグメンテーション
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6.5 既存のオブジェクトの修正

概説

iPlan RT Dose には、既存のオブジェクトを修正するためのツールが複数用意されています。

使用可能なツール

オブジェクトの修正には以下のツールが使用できます。

• Brush 機能と Eraser 機能

• SmartShaper

• スライスセット間のオブジェクト転送

オブジェクトの作成
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6.5.1 Brush 機能と Eraser 機能

Brush 機能と Eraser 機能

図 65 

オプション

Brush／Eraser ツールのサイズは Brush Size スライダーバーを使って調整できます。

Brush／Eraser ツールおよびセグメント化したオブジェクトの両者をアウトライン表示するに
は、Contours チェックボックスにチェックマークを入れます。

Brush 機能の使用

Brush 機能により、セグメント化したオブジェクトまたは空のオブジェクトにマニュアルでコン
テンツを付け加えることができます（P. 118 を参照）。

① ②
図 66 

No. コンポーネント

① 標準的なブラシ機能

② 輪郭描画のみのブラシ機能

Eraser 機能の使用

Eraser 機能により、セグメント化したオブジェクトからマニュアルでコンテンツを消去すること
ができます（P. 118 を参照)。

① ②
図 67 

既存のオブジェクトの修正
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No. コンポーネント

① 標準的なイレーサー機能

② 輪郭のみのイレーサー機能

Brush 機能と Eraser 機能の切り替え

オブジェクトのセグメンテーション中に Brush 機能と Eraser 機能を切り替えるには、必要に応
じてマウスの右ボタン（Brush）と左ボタン（Eraser）を使用してください。
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6.5.2 SmartShaper

概説

この機能では、選択したオブジェクトを必要に応じてマニュアルでモーフィングしたり、位置を
変更したりできます。

SmartShaper ダイアログ

図 68 

SmartShaper の起動方法

ステップ

1.
Functions エリアで目的のオブジェクトを選択し、SmartShaper ...をクリックすると
SmartShaper ダイアログが開きます。

2.
表示されているオブジェクトをアウトライン表示するには、Contours チェックボックス
にチェックマークを入れます。

3. この整形用ツールのサイズは Tool Size スライダーバーで調整できます。

既存のオブジェクトの修正
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SmartShaper の使用方法

ステップ

1.

選択したオブジェクトの位置を変更するには、Move をクリックし、目的位置までオブジ
ェクトをドラッグします。

2.

選択したオブジェクトの形を調整するには、Deform をクリックし、マウスポインターを
オブジェクト上で動かし、その外輪郭を調整します。

3. OK をクリックして変更内容を確定します。

安全上の注意

注意
性能上、SmartShaper ダイアログには最終的なオブジェクトのプレビューしか表示されません。
オブジェクトの計算は OK をクリックしてダイアログを閉じた場合にしか実施されません。この
ため、小さなオブジェクトや細いオブジェクトの場合は特に、最終結果がプレビューと異なる場
合があります。したがって、ソフトウェアを使用する、医療専門家は SmartShaper 機能を使用し
て変更したオブジェクトをすべて、オリジナルスライスの中で検証する必要があります。誤った
修正が行われた場合は、オブジェクトをマニュアルで修正するか削除しなければなりません。
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6.5.3 スライスセット間のオブジェクト転送

概説

オブジェクトは一度作成されると、そのオブジェクトがセグメント化された元のデータセットに
自動的に割り当てられます。

必要に応じて、治療計画に含まれる、他のフュージョンデータセットにオブジェクトを割り当て
ることもできます。

使用の可否

一度放射線治療計画が作成されると、スライスセット間でオブジェクトの転送はできません。

オブジェクトの転送方法

ステップ

1.

オブジェクト横の“...”ボタンをクリックします。

2.

表示されるダイアログで Set/Statistics タブを開きます。

注記： このタブは治療計画作成前にのみ使用できます。
 

3. オブジェクトの転送先データセットを選択します。

4.
現在選択されているオブジェクトだけではなく、全オブジェクトを転送したい場合、
Move all objects チェックボックスにチェックマークを入れます。

5. OK をクリックして選択を確定します。

6.

再抽出のメッセージ内で OK をクリックして、オブジェクトの転送を開始します。

既存のオブジェクトの修正
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安全上の注意

警告
1 つのスライスセットからフュージョン済みの別のスライスセットにオブジェクトを転送する場
合、ピクセルサイズ、スライス間隔やスライス方向などの形状的性質において 2 つのスライスセ
ットが著しく異なる場合には、大きなインターポレーションエラーが生じることがあります。さ
らに、ターゲットスライスセットと重なる領域がオブジェクトの一部だけの場合は、オブジェク
トのその部分のみを転送できます。オブジェクトのその他の部分は転送されません。このような
要因から、ターゲットスライス内のオブジェクトの形状はもはや正確ではなくなります。

警告
Set/Statistics タブに示されるボリューム値は画質、解像度、スライス厚などを基準に iPlan で
計算され、セグメント化されたオブジェクトの実際のボリュームとは異なることがあります。

警告
移動させたオブジェクトの内、スライスセット内にない部分は削除されるため、別のスライスセ
ットに転送後には移動したオブジェクトの形状が変化していることがあります。さらに、インタ
ーポレーションエラーにより形状が少し変わることがあります。

オブジェクトの作成
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6.6 アドバンスオブジェクト処理

概説

iPlan RT Dose では、オブジェクトを扱うに当たって複数の高度な方法を提供します。

使用可能な機能

• オブジェクトの拡大縮小

• ウォールオブジェクトの作成

• オブジェクトのマージ

• オブジェクトの分割

• 役割の再割り当て

アドバンスオブジェクト処理
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6.6.1 オブジェクトの拡大縮小

概説

Scaling 機能により、以下が可能になります。

• 作成したオブジェクトを等倍で拡大または縮小し、変形したオブジェクトから新規オブジェク
トを作成します。

• 作成済みのソースオブジェクトを基準に「ウォール」オブジェクトを作成します。

オブジェクト作成の開始方法

ステップ

1. Functions エリアで Advanced Manipulation ...をクリックします。

2. Scaling タブを選択します。

Scaling タブ

①

②

図 69 

No. コンポーネント

① 拡大縮小したオブジェクトのベースとするソースオブジェクトを示します。

② オブジェクト処理の結果、拡大縮小したオブジェクトのプレビューを示します。

オブジェクトの拡大縮小の方法

Scaling ダイアログで使用できるオプションは、実行しているのがオブジェクトの縮小、拡大な
のか、ウォールオブジェクトの作成なのかによって異なります。

オブジェクトの作成
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ステップ

1.
Choose Operation and Source Object のセクションで Enlarge Object または Shrink
Object のいずれかを選択します。

2.
同じく Choose Operation and Source Object セクションで、拡大縮小したいオブジェク
トをリストから選択します。

3.

• Adjust Parameters セクションでは、オブジェクト変更のサイズをミリメートル単位で
定義します。

• デフォルトでは、オブジェクトのサイズを左右、前後、頭足の各方向で正比例に変更
されます。この設定を無効にするには、該当方向において proportional チェックボッ
クスをクリックします。

4.

• Name フィールドでは、拡大縮小オブジェクトの名前を設定します。リストから定義済
みストラクチャーを選択することも可能です。

• デフォルトでは、新規オブジェクトにはソースオブジェクトと選択した処理方法の名
前に従った名前が付けられます。

5. オブジェクトに付けたい色をクリックします。

6.
作成するウォールオブジェクトのプレビューを表示するには、タブページの右側にある
プレビュービューをクリックします。

7. 拡大縮小したオブジェクトを作成するには Generate をクリックします。

8.
• 設定内容を確定してこのダイアログを閉じるには Close をクリックします。

• 拡大縮小したオブジェクトが Functions エリアのリストビューに表示されます。

安全上の注意

注意
入力したマージンがデータセットのスライス間隔とスライス厚の半分以上である場合にしかオブ
ジェクトは拡大、縮小されません。たとえば、スキャン画像のスライス間隔とスライス厚が 5
mm で、オブジェクトの設定値を 2 mm にした場合、オブジェクトはスキャン方向に拡大されませ
ん。マージンが 2.5 mm の場合は拡大されます。

縮小の制約

垂直方向の距離変動が多様なオブジェクト／ストラクチャーの縮小は、予想以上に小さくなるお
それがあります。以下の 2 Ｄを例にとります。ここでは図 70 の楕円形のオブジェクトは縮小／
浸食に使用するエレメントのサイズを示し、そのために浸食エレメントと呼ばれます。

図 70 

この浸食エレメントの縦の長さは幅の約 16 倍です。中心にある点は浸食対象のオブジェクトの
境界線に重ねるポイントを示します。図 71 の円はオブジェクト形状を示し、縮小／浸食を行う
と変形後のオブジェクト（図 71 の中心にある塗りつぶされたオブジェクトで表示）ができあが
ります。この幅の縮小率は浸食エレメントの水平方向の長さの約 5 倍になります。オブジェクト
縮小のためにパラメーターを選択する際にはこの現象を考慮に入れてください。

アドバンスオブジェクト処理
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図 71 

ウォールオブジェクトの作成方法

ステップ

1. Choose Operation and Source Object セクションで Create Wall を選択します。

2.
• ソースオブジェクトの外側にウォールオブジェクトを作成するには Exterior をクリッ
クします。

• 新規ウォールオブジェクトの中心にソースオブジェクトの境界線を作成するには Cen‐
tered をクリックします。

• ソースオブジェクトの内側にウォールオブジェクトを作成するには Interior をクリッ
クします。

3.
Choose Operation and Source Object セクションの下でも目的のソースオブジェクトを
選択します。

4.
Adjust Parameters セクションでウォールオブジェクトのサイズをミリメートル単位で設
定します。

5.

• Name フィールドでは、ウォールオブジェクトの名前を設定します。リストから定義済
みストラクチャーを選択することも可能です。

• 新規オブジェクトのデフォルト名にはソースオブジェクトの名前に従った名前が付け
られます。

6. オブジェクトに付けたい色をクリックします。

7.
作成するウォールオブジェクトのプレビューを表示するには、タブページの右側にある
プレビュービューをクリックします。

8. ウォールオブジェクトを作成するには Generate をクリックします。

9.
• 設定内容を確定してこのダイアログを閉じるには Close をクリックします。

• ウォールオブジェクトが Functions エリアのリストビューに表示されます。

オブジェクトの作成
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6.6.2 オブジェクトのマージ

概説

Logical Operations タブでは、2 つのオブジェクトをマージし、マージしたオブジェクトから新
規オブジェクトを作成することが可能です。

論理演算の開始方法

ステップ

1. Functions エリアで Advanced Manipulation ...をクリックします。

2. Logical Operations タブを選択します。

Logical Operations タブ

①

②

図 72 

No. コンポーネント

① 新規オブジェクトのベースとするソースオブジェクト

② 2 つのマージしたソースオブジェクトから作成する新規オブジェクトのプレビュー

オブジェクトのマージ方法

ステップ

1.
First Operand フィールドと Second Operand フィールドから、新しいオブジェクトのベ
ースとする 2つのオブジェクトを選択します。

アドバンスオブジェクト処理

142 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



ステップ

2.

以下のオプションから目的の操作を選択します。

• 2 つのマージしたオブジェクトから新規オブジェクトを作成するには Union をクリッ
クします。

• 2 つのオブジェクトの共通部分から新規オブジェクトを作成するには Intersection を
クリックします。

• 1 つ目のオブジェクト（First Operand）から 2つ目のオブジェクト（Second Oper‐
and）を減算した結果で新規オブジェクトを作成するには Subtraction をクリックしま
す。

3.

• Name フィールドでは、新規オブジェクトの名前を設定します。リストから定義済みス
トラクチャーを選択することも可能です。

• デフォルトでは、新規オブジェクトの名前は選択した演算処理に合わせて付けられま
す。

4. オブジェクトに付けたい色をクリックします。

5.
マージ処理の結果のプレビューを表示するには、タブページの右側にあるプレビュービ
ューをクリックします。

6. 新規オブジェクトを作成するには Generate をクリックします。

7.
• 設定内容を確定してこのダイアログを閉じるには Close をクリックします。

• 新規オブジェクトが Functions エリアのリストビューに表示されます。

オブジェクトの作成
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6.6.3 オブジェクトの分割

概説

Splitting タブでは、計画したオブジェクトをより小さなオブジェクトに分割することが可能で
す。脊髄腫瘍の治療など、照射してはならない OAR 領域と、最大線量を照射しなければならない
腫瘍とを区別するためにはこれが有効です。

オブジェクト分割の開始方法

ステップ

1. Functions エリアで Advanced Manipulation ...をクリックします。

2. Splitting タブを選択します。

Splitting タブ

図 73 

初期ステップ

ステップ

1. Source Object リストから、分割したいオブジェクトを選択します。

2.

分割したい切断面の方向を選択します。

• 断面が最小になるように分割画像の方向を設定するには Min Area を選択します。

• 設定した方向に従ってオブジェクトを分割するには Axial、Coronal または Sagittal
を選択します。

3.

Splitting タブのツールバーにある Object Splitter ボタンをクリックします。

アドバンスオブジェクト処理
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ステップ

4. タブページ内で作業しやすいビューをクリックします。

5.

• マウスポインターを使って緑色の四角形をドラッグして、選択した方向に沿って切除
面を調整します。

• 緑色の四角形の上下でマウスポインターを動かすことによって面を傾斜させることも
できます。

6.

スキャンビューや 3D ビューを使って、オブジェクトが正しく分割されていることを確認
してください。

分割オブジェクトの作成方法

オブジェクトが正しく分割されていることが確認できると、青色と琥珀色のボックスで表示され
た新規オブジェクトを 2つ作成できます。

ステップ

1. Name フィールドでは、1つ目のオブジェクトの名前を設定します。

2. オブジェクトに付けたい色をクリックします。

3.
どちらのオブジェクトを作成したいかによって、Generate Blue または Generate Amber
をクリックします。このオブジェクトは Source Object リストに表示されます。

4. 2 つ目のオブジェクトのためにステップ 1から 3を繰り返します。

5.
• 設定内容を確定してこのダイアログを閉じるには Close をクリックします。

• 新規オブジェクトが Functions エリアのリストビューに表示されます。

オブジェクトの作成
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6.6.4 Role Reassignment 機能

概説

処方計画の中で特定の役割を指定されたオブジェクト（P. 166 を参照）を他のオブジェクトに
置き換えることができます。

• たとえば、2 回の照射間にターゲットボリュームが縮小した場合、倍率変更機能を用いてター
ゲットボリュームのボリューム調整が行えます（P. 139 を参照）。

• その後、オリジナルのボリューム（処方計画では PTV として指定）を縮小ボリュームに置き換
えることができます。

役割の再割り当ての開始方法

Role Reassignment ...をクリックして Reassignment ダイアログを開きます。

Reassignment ダイアログ

図 74 

処方計画（P. 162 の「オブジェクトタイプの指定」を参照）で PTV、Boost、P. 166 と定義され
ているオブジェクトは Assigned Objects の下に表示されます。

選択可能な、その他のオブジェクトは Available Objects の下に表示されます。

ステップ

1. Assigned Objects から、交換対象のオリジナルオブジェクトを選択します。

2. Available Objects から、交換オブジェクトを選択します。

3.
Swap をクリックすると交換オブジェクトがオリジナルオブジェクトと取り替えられま
す。

4. 設定内容を確定してこのダイアログを閉じるには Close をクリックします。

注意
変更した治療シナリオが治療計画に対応することを検証してください。

アドバンスオブジェクト処理
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6.7 4-D データシミュレーション

6.7.1 概要

概説

4-D データシリーズ（P. 480 を参照）が使用可能な場合は、臓器の動きのシミュレーションが
見られるコントロールパネルがスライスや再構成ビューの右下に表示されます。

頭蓋外の症例においては臓器の動きが重要因子になり得るため、この機能はオブジェクトの輪郭
を計画する際に特に有効です。

コントロールパネル

図 75 

シミュレーションの経過

① ②

③ ④

図 76 
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コントロールパネルの機能

コンポーネン
ト

機能

使用可能なデータを自動的に順にブラウズして、4-D シミュレーションを開始
します。

4-D シミュレーションを一時停止します。

使用可能なデータセットのブラウズをマニュアルで早送りできます。

4-D シミュレーションの最後までジャンプします。

使用可能なデータセットのブラウズをマニュアルで巻き戻しできます。

4-D シミュレーションの開始点までジャンプします。

プログレススライダーを使ってシミュレーション内の特定のポイントをブラウ
ズできます。

4-D データシミュレーション
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6.8 オブジェクト作成の終了

6.8.1 概要

終了メッセージ

図 77 

Object Creation ステップを終了する前に、すべてのオブジェクトのセグメンテーションが正し
く終了していることを確認してください。

オブジェクトの作成
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オブジェクト作成の終了
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7 治療計画の作成

7.1 治療計画について

プランニングの手順

このステップにより、完全な治療計画を作成できます。

ステップ

1. テンプレートを選択するか、マニュアルでプランニングを行います。

2. 各プランニングオブジェクトに対して処方を行います。

3. 治療グループを追加します。

4. 他の線量計算アルゴリズムの結果を表示します。

5. イメージビューや DVH を使って線量を表示します。

6. 治療計画を比較します。

治療計画の作成
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7.1.1 治療オプションの比較

概説

iPlan RT Dose では、次のような治療モダリティーを使って治療計画の作成することができま
す。

• コンフォーマルビーム

• コンフォーマルアーク（スタティックおよびダイナミック）

• IMRT

• サーキュラーアーク

• ハイブリッドアーク

ソフトウェアでは使用できる照射野、ビームやアークの数は制限されません。ただし、使用する
ビームの数（>50）、アーク（>10）、IMRT 照射野（>20）が多いとシステムのパフォーマンスに
影響があります。

コンフォーマルビーム

コンフォーマルビーム照射では、ガントリーやテーブルの方向に合わせて特定の形状のコリメー
タを使用するため、それぞれの照射野が PTV の形状に合わせて最適化されます。マルチリーフコ
リメーターによって大きな照射野を実現できるため、通常、1 つの病変に対して 1 つのアイソセ
ンターを計画すれば十分です。

この技法の短所は、ガントリーを回転させる標準的なラジオサージェリーを実施する場合と比較
して入斜側の周辺組織への線量が高くなる場合があることです。

コンフォーマルアーク

コンフォーマルアーク照射において、照射時にガントリーを回転する点は標準的なラジオサージ
ェリーと同様です。すべてのアーク面およびガントリーの角度において、腫瘍の形状に合わせて
照射野を成形する手法はコンフォーマルビーム方式に似ています。スタティックとダイナミック
の両方のコンフォーマルアーク照射が可能です。

照射方法 照射野形状

ダイナミックコンフォーマル
アーク

アーク照射中の PTV 投影に適合

スタティックコンフォーマル
アーク

完全なアークに必要な平均照射野形状

強度変調放射線治療

強度変調放射線治療（IMRT）では、ビームの強度が照射野内で変動します。このため、PTV に隣
接する危険臓器への線量投与を最小限に抑えることができます。

サーキュラーアーク

サーキュラーアーク照射では円錐形コリメータを使用し、照射野の形状はコーン型になります。
高線量の放射線量がビーム交点に投与される一方で、この PTV の外側への線量はかなり抑えられ
ます。一般的に、1 回の照射では複数のアークが使用され、これらのアークはそれぞれ、固有の
治療テーブル角度を用いて患者の周囲に空間的に配置されます。十分な数のビームの使用によっ
て線量分布は改善し、その結果、周囲の軟部組織への線量を最小限に抑えることができます。

サーキュラーアークは小さな球状の病変の治療と、機能的疾患に対する放射線治療には特に有用
です。円錐形の照射野を使用することの短所は、1 つの PTV に対して複数のアイソセンターを計
画する必要があるかもしれない点です。その場合、病変に照射される線量が十分に均一にならな
い場合があります。

サーキュラーアーク照射の線量計算は、サーキュラーコーン線量計算アルゴリズムで行われま
す。モンテカルロアルゴリズムはこの場合使用できません。

治療計画について
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警告
コリメータマウントに装着するサーキュラーコーンの精度は、あらゆるコリメータ角度において
保証できるものではありません。治療は必ずビーム測定時と同じコリメータ角度で行ってくださ
い。

警告
サーキュラーコーンの場合、ジョーによってコーン外側への放射線を遮蔽する必要があります。
照射時のジョー位置は、ビーム測定時のジョーの位置と同じでなければなりません。

ハイブリッドアーク

ハイブリッドアーク照射は、ダイナミックコンフォーマルアーク照射と IMRT 照射を組み合わせ
たものです。さらに設定を行う面倒を最小限に抑えて線量分布を最適化するために、同じテーブ
ル位置の各ダイナミックコンフォーマルアークに対し、1 つまたは複数の IMRT ビームを追加しま
す。

アークの length と 1 アークに対する IMRT ビームの number はユーザーが調整することができま
す。IMRT ビームのガントリー角度は、以下の数式を当てはめて計算した、2 つの隣接する IMRT
ビーム間の distance（距離）と、first（第 1）の IMRT ビームのガントリー角度を使って、自動
的に分布されます。

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

さらに、コンフォーマルアークと IMRT ビームによって照射される線量間の重み付けはユーザー
が調整できます。IMRT ビームを最適化する前に、線量分布をさらに改善するために、定義された
IMRT の線量制約値に従ってダイナミックコンフォーマルアークのビーム開度が最適化されます。
このようにして、ハイブリッドアーク照射は、ダイナミックコンフォーマルアーク照射と IMRT
照射、両者の利点を備えています。
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7.1.2 メインスクリーンの概要

目的

Treatment Planning 画面では、治療計画を設定、表示、編集できます。

治療計画を開く

このステップは、Navigator 機能から開くことができます（P. 46 を参照）。

治療計画が未設定の場合、iPlan RT Dose では Create Plan ダイアログが自動的に開きます（P.
158 を参照）。

メインスクリーン

図 78 

Refresh MU

このボタンにより、治療計画全体の MU 値の計算が更新されます。MU 値は、治療グループや個別
の治療エレメントの重み付けの変更など（P. 190 と196 を参照）、重要な変更の場合、または
処方線量の調整（P. 177 を参照）などの場合にのみ自動更新されます。

• ハイブリッドアークエレメントについては、アークのリーフ形状の最適化後、Refresh MU に
よりアーク／IMRT ビームの重み付けが回復します。

• IMRT およびハイブリッドアークのエレメントについては、Refresh MU により、IMRT の最適化
後、処方された PTV の線量正規化が実行されます。

• Refresh MU では OAR は考慮されないため、IMRT の最適化後にこれを使用することは一般的に
避ける必要があります。このように、MU 値の更新が OAR への線量制約の侵害につながる場合
があります。

• IMRT の最適化後の Refresh MU は、有効なモンテカルロアルゴリズムと組み合わせると常に、
以前の計測結果からは独立した、新規のモンテカルロ計算を開始します。モンテカルロアルゴ
リズムの統計学的性質により、Refresh MU を実行するごとにビームの MU 値が少し異なってく
る場合があります。
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Functions エリア

治療計画が未設定の場合は、以下の機能が使用可能です。

コンポーネント 機能

Create Treatment Plan 治療計画が作成できます（P. 158 を参照）。

Object Manipulation
オブジェクトに対し、その形態学または論理演算を実行することに
よってオブジェクトの形状を編集できます（P. 138 を参照）。
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7.1.3 線量関連ツールバーとビュー機能

ツールバー機能

コンポーネン
ト

機能 ページ

Plan Comparison では、現在の治療計画と比較可能な 2 つ目の治
療計画を読み込むか、モンテカルロ計算とペンシルビーム計算を
比較することができます。

P. 238

Open DVH Dialog は、計画標的体積の治療線量（Dose Volume
Histogram）を計算するためのダイアログを開きます。

P. 219

Dose Display は、相対値・絶対値、cGy・Gy など、複数の線量表
示オプションが設定できるダイアログを開きます。

P. 217

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam により、線量計算に使用する
アルゴリズムをモンテカルロかペンシルビームかで切り替えるこ
とができます。

P. 208

Show Dose により、各標的体積の計画線量分布曲線を、対応する
線量スケールとともに表示できます。

P. 213

Threshold は線量曲線の閾値を 1 つだけ表示することができるた
め、特定の線量値を集中して評価することができます。

P. 215

イメージビュー機能

コンポーネン
ト

機能 ページ

Toggle view mode は、OAR のみ、またはすべてのストラクチャー
のどちらかのフロンタルビューまたはクラニアルビュー（頭足方
向ビュー）の表示を可能にします。

P. 244

show/draw planning shape により、マルチリーフコリメーターの
リーフを調整して照射野を調整することができます。

P. 263

show/change leaves and jaw positions により、リーフやジョー
の位置をマニュアルで調整できます。

P. 265

enter leaf positions numerically により、各リーフに特定の値
を入力できます。

P. 266

reset manual changes to shape により、リーフ位置の調整をリ
セットすることができます。

P. 268

治療計画について
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コンポーネン
ト

機能 ページ

Toggle fluence display を使うと、表示をフルエンスマップに切
り替えることができます。

P. 216

Arc/Beam display により、計画したビームやアークのうち、表示
したいものを選択できます。

P. 250

これらの機能により、選択したアークまたは IMRT ビームの動作を
表示できます。

P. 269

ハイブリッドアークの、種類の異なる IMRT ビーム間の切り替えを
行います。
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7.2 新規治療計画の作成

7.2.1 概要

概説

Object Creation が完了すると（P. 73 を参照）、新規の治療計画を作成するよう、自動的にメ
ッセージが表示されます。

治療計画が未設定の場合は、Create Treatment Plan をクリックして新規計画を作成することも
できます。

Create Plan ダイアログ

図 79 

計画作成のオプション

新規治療計画の作成には 3つの方法があります。

セクション ページ

完全新規の治療計画の作成方法 P. 160

新規計画の作成方法（既存の処方を使用する場合） P. 160

新規計画の作成方法（既存の処方および治療フィールドセットアップを使用する
場合）

P. 160

治療計画テンプレートの管理

既存の治療テンプレートの構成を変えたい場合には Manage ...をクリックします（P. 296 を参
照）。

新規治療計画の作成
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治療計画作成後の変更

作成した治療計画への変更は Prescription ダイアログで実施できます（P. 177 を参照）。ただ
し、処方タイプ（P. 165 を参照）は Create Plan ダイアログでしか設定できません。
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7.2.2 計画作成のオプション

完全新規の治療計画の作成方法

ステップ

1. Create Plan ダイアログの下部にある Manually オプションボタンを選択します。

2. Next をクリックして処方を設定します（P. 163 を参照）。

この場合、治療フィールドセットアップは Group ダイアログで個別に定義する必要があります
（P. 180 を参照）。

新規計画の作成方法（既存の処方を使用する場合）

ステップ

1. ダイアログの上部にある Plan Template オプションボタンを選択します。

2. リストから好みのテンプレートを選択します。

3. Load prescription only チェックボックスを選択し、Next をクリックします。

選択した処方線量情報は治療計画に適用でき、以下のダイアログで変更することも可能です。

• Create Plan ダイアログ（P. 163 を参照）

• Prescription ダイアログ（P. 177 を参照）

この場合、治療フィールドセットアップは Group ダイアログで個別に定義する必要があります
（P. 180 を参照）。

新規計画の作成方法（既存の処方および治療フィールドセットアップを使用する場合）

ステップ

1. ダイアログの上部にある Plan Template オプションボタンを選択します。

2. リストから好みのテンプレートを選択し、Next をクリックします。

選択した処方線量情報は治療計画に適用でき、以下のダイアログで変更することも可能です。

• Create Plan ダイアログ（P. 163 を参照）

• Prescription ダイアログ（P. 177 を参照）

治療フィールドセットアップ情報は治療計画に適用され、Group ダイアログ内で変更することも
可能です（P. 180 を参照）。

警告
テンプレートを選択して作成したアークやビームの分布は臨床上、最適化されていません。策定
された最終的な治療計画の有効性は治療前に必ず評価してください。

新規治療計画の作成
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7.2.3 治療計画のプロパティーの変更

概説

治療計画のプロパティーは、RTPlan の Properties ダイアログで変更できます。

線量計算パラメーターの設定方法

ステップ

1.

Functions エリアの The RTPlan オブジェクトをクリックしてハイライトします。

2.
Functions エリアの Functions タブで Properties をクリックして Properties ダイアログ
を開きます。

RTPlan の Properties ダイアログ

図 80 

コンポーネント 機能

Name
治療計画の名前。これが Functions タブに表示されます。デフォルト名は
「The RTPlan」です。

Treatment Type Cranial または Extracranial

Plan Intent ここで治療計画の目的を選択します。例：緩和目的または治癒目的

以下の項目も表示されます。

• 現在のリファレンスセットおよびアライメントセット

• 患者の方向

治療計画の作成
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その他のプロパティー

このダイアログでは以下の機能のためにプロパティーを設定できます。

• Dose Calculation：P. 205 を参照。

• モンテカルロ：P. 209 を参照。

• 処方：P. 205 を参照。
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7.3 処方線量の定義

7.3.1 概要

概説

処方は治療計画の基本です。処方では以下を定義できます。

• PTV や Boost および危険臓器（OAR）のストラクチャー

• ストラクチャーを基準に線量を計算する方法

• PTV や Boost ストラクチャーに照射する線量

• 各 OAR の重み付け

• 各オブジェクトに対する線量およびボリュームの線量制約値

• プランニングの最適化の目的

Create Plan ダイアログ

図 81 

処方の定義方法

ステップ ページ

1. 処方タイプを選択します。 P. 165

2. OAR や PTV など、プランニングオブジェクトにタイプを割り当てます。 P. 166

3.
PTV および Boost オブジェクトに対する線量設定および分割照射を設定しま
す。

P. 167

4. 各オブジェクトに対する線量体積ヒストグラム（DVH）を定義します。 P. 171

5.

PTV およびさまざまな OAR に対する線量制約値を定義します。最終的な治療
計画はこれらの線量制約を満たす必要があります。

注記： 線量制約値は目標値に変更することも可能です。
 

P. 173
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ステップ ページ

6.
プランニングの目標値を定義します。これらはインバースプランニング時の
線量の最適化計算に影響を及ぼします。

P. 173

注記： 既存の処方も変更できます（P. 177 を参照）。
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7.3.2 処方タイプの選択

概説

処方タイプとは、ターゲットのストラクチャーを基準に、線量を計算する方法を決定するもので
す。

処方タイプは、治療計画全体に対して定義されます。処方タイプを後で変更することはできませ
ん。

処方タイプ

図 82 

処方タイプの種類

処方タイプ

Dose Volume Pre‐
scription

この処方タイプは、ターゲットストラクチャーの特定の割合の体積に対
し、処方線量のうち一定の割合の線量が確実に照射されることを保証す
るために使用します。

Dose Volume Prescription を選択すると、システムは定義した線量制約
値を考慮しながら最善の線量体積被覆率を自動計算します（P. 173 を
参照）。

注記： Normalization ポイントは後でも作成できます（P. 234 を参
照）。
 

Point Prescription
to Isocenter

この処方タイプは、ストラクチャーのボリュームとは関係なく、アイソ
センターポイント（Normalization ポイント）への特定線量を定義しま
す。

Point Prescription to Isocenter を選択すると、ソフトウェアでは線
量体積ヒストグラム内で、線量が制約値を超えたことが表示されます
（P. 171 を参照）。その場合、治療計画は必要に応じてマニュアルで
調整する必要があります。

注記： Dose Volume Prescription を選択する場合には、MLC の半影を計算に入れるために PTV
の周囲に適当なマージンを付けてください。
 

相対線量

この設定では、医師が検討している、線量の比率を定義します。相対線量 100%が絶対線量 1 を示
します。

線量計算

線量計算パラメーターは調整できます。P. 205 を参照してください。
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7.3.3 オブジェクトタイプの指定

概説

リストの横にあるオプションボタンを使って、それぞれのオブジェクトに個別にオブジェクトタ
イプを指定することができます（例：PTV や Boost）。

オブジェクトの指定

図 83 

使用可能な設定

オブジェクトタ
イプ

解説

PTV 対応するオブジェクトは計画標的体積として設定されます。

Boost
計画標的体積内の選択した領域への照射量を高線量に定義できます。

Boost オブジェクトは常に PTV の一部である必要があります。

OAR
OAR オブジェクトに定義されている設定（P. 167 を参照）は、コンフォーマ
ル照射に使用する、リーフの自動最適化処理に直接影響します。

その他
このオプションは、治療野とは直接関連のない、一般的な関心組織を必要に
応じて定義するのに使用できます。このオブジェクトタイプに対しては特別
な設定はありません。

オブジェクトタイプの指定方法

ステップ

1. リストからオブジェクトを選択します。

2.

ラジオボタン（PTV、OAR など）を選択して、タイプを指定します。リスト内のオブジェ
クトは色が変わります。

（シフトキーまたは Ctrl キーを押しながらマウスをクリックすることにより）他の適切
なオブジェクトも同時に選択し、オプションボタンを使って特定のオブジェクトタイプ
を指定することができます。

3. 各 PTV および Boost オブジェクトに対して処方線量を定義します。

4. 各 OAR オブジェクトに対して線量制約値を定義します。

5. 各 PTV、Boost および OAR オブジェクトに対して目標値を定義します。

処方線量の定義
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7.3.4 各 PTV および Boost オブジェクトへの処方線量の定義

概説

処方線量や分割照射に関する情報は、Objects リストに表示される各 PTV に対して定義できま
す。

設定エリア

図 84 

PTV オブジェクト設定の定義方法

ステップ

1. Objects リストからターゲットオブジェクトを選択します。

2.
PTV のラジオボタンが選択されていることを確認します。オブジェクトの色は緑色にな
り、PTV とラベルが付きます。

3. Number of Fractions スピンボックスで照射の総回数を定義します。

4.

線量を定義します。以下のいずれの設定も可能です。

• Single Fraction の場合は 1回の照射ごとの特定の線量

• All Fractions の場合は総線量

Dose Display ダイアログを使用して以下が定義できます（P. 217 を参照）。

• 線量単位（cGy または Gy）

• 絶対線量／相対線量の区別

5.

正規化ターゲットの設定方法：

• ドロップダウンリストを使用して、目的の正規化ターゲットを絶対線量または相対線
量の目標値として設定

• 直接ボリュームのパーセンテージごとの Normalization （V%）を設定

• 線量制約値を選択し、マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示して Nor‐
malization を選択することにより DVH 内に Normalization ポイントを設定。P. 173
を参照してください。

定義した目標値は Refresh MU 機能により保持されます。

IMRT のフォワード計算中にすぐに正規化するは、Normalization ポイントを選択、マウ
スを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、Renormalize Post-Optimization を
選択します。

注記： ハイブリッドアークのアーク用リーフ形状の最適化処理により Renormalize
Post-Optimization 用に選択したポイントに正規化されますが、これは未実施の IMRT 最
適化処理がない場合に限ります。
 

6.
Assigned groups エリアは次に行う、治療グループの指定に関連しています（P. 177 を
参照）。
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Boost オブジェクト設定の定義方法

Boost オブジェクトの設定は、PTV オブジェクトの設定と同じ方法で実行できます。Boost オブジ
ェクトの場合は、PTV 線量が補完されます。全体の結果は線量体積ヒストグラムに正しく表示さ
れます（P. 171 を参照）。

注記： ターゲットが 2 つの PTV で構成され、一方の内側にもう一方が含まれている場合、内側
に入っている PTV はオブジェクトタイプを Boost にすることをお勧めします。
 

PTV とフォワードプランニング

フォワードプランニングを実施する場合は、すべての PTV や Boost オブジェクトに対してアイソ
センターが 1つずつ関連付けられる必要があります（P. 180 を参照）。

PTV と IMRT プランニング

IMRT プランニングにおいては、複数の PTV を 1 つの治療グループで処理したり、統合された
Boost オブジェクトで処理したりできます。この場合、Boost オブジェクトに対して治療グルー
プを選択する必要はなく、線量値のみが決定的な役割を担うため、照射回数を留意する必要はあ
りません。

注記： 複数の病変を 1 つの治療グループで治療する場合、物理的、技術的理由により、病変
と、想定される照射野内におけるそれらの位置との間の距離に関し、制約があることを考慮して
ください。
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7.3.5 OAR オブジェクトの線量制約値の定義

概説

プランニング時に、各 OAR の保護レベルを定義できます。

警告
OAR に意図しない線量を照射しないよう、OAR は常に正しく輪郭描画し、定義してください。

OAR の設定

図 85 

OAR オブジェクト設定の定義方法

ステップ

1. Objects リストからターゲットオブジェクトを選択します。

2.
OAR のラジオボタンが選択されていることを確認します。オブジェクトの色は青色にな
り、OAR とラベルが付きます。

3.
Forward Planning（フォワードプランニング）を実行したい場合、OAR Type で優先順位
を定義します（以下参照）。

4.
Inverse Planning（インバースプランニング）を実行したい場合、各 OAR に Guardian 値
を指定します（以下参照）。

フォワードプランニング

Forward Planning（フォワードプランニング）を実行したい場合は、以下のように、3 つの優先
順位レベルのうち 1 つを各 OAR に指定できます。これらは次に行うプランニングにおいて考慮さ
れます。

OAR の優先順位 解説

OAR Type 1

システムはリーフの最適化時にこれらのオブジェクトを考慮します。

対応する領域を保護するために、優先順位が 1 位の OAR オブジェクトを完全
にブロックする必要があります。しかし、PTV の位置によっては必ずしも
100%のブロック率は実現できません。

OAR Type 2

システムはリーフの最適化時にこれらのオブジェクトも考慮します。

対応する領域を保護するために、優先順位が 2 位の OAR オブジェクトと重な
る PTV マージンの一部がブロックされます。

OAR Type 3 これらのオブジェクトはリーフの最適化中には考慮されません。
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インバースプランニング

Inverse Planning（インバースプランニング）を実行したい場合、各 OAR に Guardian 値を指定
することが可能です。

OAR のタイプ デフォルトの Guardian 値

OAR Type 1 デフォルト設定では、指定のオブジェクトを 100％保護します。

OAR Type 2 デフォルト設定では、指定のオブジェクトを 66%保護します。

OAR Type 3 デフォルト設定では、指定のオブジェクトを 33%保護します。

コンフォーマルビームやコンフォーマルアーク照射の場合、Guardian 値の設定はモニターユニッ
ト（MU 値）の自動計算には影響しません。

Guardian 値の設定および IMRT 照射

Guardian 値の設定は、特に IMRT およびハイブリッドアーク照射における線量の最適化処理に重
要です。計算された最適線量は Guardian 値のパーセンテージとの乗法の結果であるためです。

• OAR の Guardian 値が 100%に設定されていれば、線量の最適化では OAR が最大限に考慮されま
す。

• Guardian 値の設定が 0%の OAR は、線量の最適化中にはまったく考慮されません。

• もしハイブリッドアーク照射において、OAR に対する Guardian 値が 10%未満に設定されている
と、OAR はアーク用リーフ形状の最適化では考慮されません。

線量の最適化の詳細については、P. 309 を参照してください。

線量関係

ディスプレイ用の線量関係は、General Dose Relation for Display の下の設定エリアに表示さ
れます。異なる処方線量を持つ治療計画に対して 2 つ以上の PTV が定義されている場合、適切な
線量関係が適用されるように、この値を調整することができます。これはディスプレイのみに対
する設定であり、実際の処方線量には影響はしません。

注意
All Fractions の値は、PTV に対して予測される線量の割合と常に一致します。共通するすべて
のセットアップにおいて、この値は線量関係と相関します。たとえば、ディスプレイ用に設定し
たい線量関係が 80% = 16.0 Gy の場合、PTV に 20.0 Gy を処方できます。さまざまな処方を持つ
複数の PTV では複雑になります。
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7.3.6 線量体積ヒストグラムの確認

概説

線量体積ヒストグラム（DVH）は Create Plan ダイアログの中央エリアに、オブジェクトごとに
表示されます。

これは、各オブジェクトのボリュームの割合ごとの照射線量を示します。

線量体積ヒストグラムに含まれる情報は、オブジェクトや処方線量の設定によって異なります。

オブジェクトの DVH の確認方法

オブジェクトの DVH を表示するには、Objects リストから対象のオブジェクトを選択します。DVH
が表示されます。

警告
治療計画の精度を決定するための基準が DVH のみであってはなりません。これ以外の基準にはた
とえば線量分布の表示があります。

線量体積ヒストグラム（PTV の場合）

①

②

③

④

⑤

⑤

図 86 

No. コンポーネント 機能

① ボリューム
ボリュームの表示ユニット（ccm またはパーセンテージ）を変更
するにはここをクリックします。

② ボリューム／線量の
比率

現在のオブジェクト用にグラフに定義されている各線量制約値ポ
イントごとに表示。P. 173 を参照してください。

③ 影付きエリア 線量体積ヒストグラムのラインが通らないエリア

④ 線量
線量の表示ユニット（Gy、cGy またはパーセンテージ）を変更す
るにはここをクリックします。

⑤ 線量制約値ポイント P. 173 を参照してください。
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X 軸と Y軸

軸 解説

Y軸 オブジェクトのボリューム（%または ccm）

X 軸
そのボリュームに照射される線量（相対線量は[%]、絶対線量は [Gy または
cGy]）。

Guardian 値

現在選択中の OAR に対する Guardian 値の設定が線量関係の下に表示されています。

ボリュームまたは線量の範囲の変更方法

表示ボリュームまたは線量の範囲を広げたい場合は、目的の範囲に達するまで、y 軸、x 軸の端
にある矢印をクリック＆ドラッグします。軸上でマウスをダブルクリックすると、自動的に最適
な範囲に適応されます。
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7.3.7 線量制約値および目標値の定義

線量制約値

線量制約値は、ターゲットボリューム以外のストラクチャーの線量を制限するために使用しま
す。この値は通常医師が定義します。

線量制約値の優先順位

線量制約値の優先順位を高く設定すると、その制約値は PTV オブジェクトに対して、またインバ
ースプランニングの場合にはすべてのオブジェクトに対して高い優先順位が付けられます。

IMRT 照射において優先順位の高い OAR オブジェクトの重み付けは 10（OAR 低）、100（OAR 中）
または 1000（OAR 高）の係数により増加します。

処方線量の再正規化は、最終的な DVH が常に線量の優先度の高い制約に正しく対応するように計
算されます。

目標値

線量制約値だけでなく、目標値を定義することも可能です。目標値は IMRT の治療計画の作成に
使用されます。目標値は、線量制約値により設定されている制約範囲内で、最適な治療計画向け
に好みのターゲットを設定することを可能にします。

使用可能な線量制約値

選択した処方と治療タイプ、また定義したオブジェクトのタイプによって、線量制約値の使用法
は以下のように異なります。

処方／治療タイプ PTV／Boost OAR その他

線量体積処方線量

3 つのデフォルト線
量制約値

ユーザーが定義可能
な値

MU 値の計算に使用

ユーザーが定義可能
な線量制約値の数

ユーザーが定義可能
な値

表示のみ

線量制約値なし

ポイントの処方線量

2 つのデフォルト線
量制約値

ユーザーが定義可能
な値

表示のみ

インバースプランニ
ング

線量制約値の数は、選択されているオブジェクトタイプに応じて異なる

線量の最適化処理では、すべてのオブジェクトに対して定義されている
すべての線量制約値が計算に入れられる

DVH 内での既存の線量制約値の変更方法

ステップ

1. Objects リストで関連するオブジェクトを選択します。

2. Change Only Objectives チェックボックスを無効にします。

3.
マウスを使って、DVH 内の線量制約値ポイントを選択します（図 86 を参照）。

ポイントがハイライトされるため、これを別の位置にドラッグすることができます。

4.
線量制約値ポイントを削除したり、それを優先順位の高い制約値に設定するには、ポイ
ントにマウスを当てて右クリックし、コンテキストメニューを開きます。
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DVH 内での目標値の追加方法

ステップ

1. Objects リストで関連するオブジェクトを選択します。

2. Change Only Objectives チェックボックスを有効にします。

3.

マウスを使って、DVH 内の線量制約値ポイントを選択します（図 86 を参照）。

ポイントがハイライトされるため、新規ポイントをそこから別の位置にドラッグするこ
とができます。

PTV の線量制約値の上限および下限を、IMRT 照射中の目標値として定義できます。

4.
目標値ポイントを削除したり、それを優先順位の高い目標値に設定するには、ポイント
にマウスを当てて右クリックし、コンテキストメニューを開きます。

DVH 内における線量制約値および目標値

図形

線量制約値（医師が定義）

Normalization ポイント

目標値（最適化用）

線量制約値と目標値

優先順位の高いポイント（二重丸で表示）

Edit ダイアログでの線量制約値および目標値の変更方法

ステップ

1. Objects リストで関連するオブジェクトを選択します。

2. Numeric をクリックします。

3.
各ポイントに対し、ボリューム（%）と線量（Gy）をマニュアル設定します。ポイントは
設定内容に応じて DVH 内に配置されます。
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ステップ

4.

PTV と Boost オブジェクト①に対し、線量制約値を 3つ（線量の下限、目的線量または線

量の 50%、線量の上限）を設定できます。

OAR オブジェクト②に対しては、複数の線量制約値ポイントを設定できます。常に最大線

量を設定している必要があります。

①

②

5.
必要に応じ、線量制約値を Prioritized、または Objective として設定することも可能で
す。

6. OK をクリックして設定を確定します。

新規線量制約値の追加方法

新規の線量制約値は OAR に対してのみ作成できます。これを行う方法は以下のとおりです。

ステップ

1. Objects リストから目的の OAR オブジェクトを選択します（P. 166 を参照）。

2.
マウスを DVH ボリューム軸の最も高いポイント（ボリューム軸と交差するポイント）に
置き、新しいポイントがグラフに表示されるまでマウスをドラッグします。
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線量制約値をテンプレートとして保存する方法

ステップ

1.

現在の線量制約値の設定を以後の使用のためにテンプレートとして保存するには、Con‐
straint Templates リストの横にある Save As ...をクリックして Save ダイアログを開
きます。

2.
Enter new name フィールドに線量制約値のテンプレートとして適切な名前を入力しま
す。

3. Save をクリックして新規の線量制約値テンプレートを保存します。

線量制約値テンプレートの使用方法

P. 176 に記載されているとおりに、保存された線量制約値テンプレートを選択し、現在の DVH に
適用することができます。

図 87 

ステップ

1.
Constraint Templates のドロップダウンリストから、現在の DVH に適用するテンプレー
トを選択します。

2. 選択した値は、この後 P. 173 で解説しているとおりに編集することができます。

3. テンプレートが不要になった場合には、選択し、Delete をクリックして削除します。

線量制約値テンプレートに関する詳細については、P. 300 を参照してください。
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7.3.8 既存の処方の変更

概説

治療計画の作成が完了したら（P. 160 を参照）、いつでも処方に関する情報を編集できます。

処方の変更方法

メインスクリーンの Functions エリアで Prescription タブの Prescription をクリックします。
Prescription ダイアログが表示されます。

警告
Prescription ダイアログを修正し、Functions エリアの Refresh MU のクリックした後には、計
算済み線量分布と線量体積ヒストグラムを確認することが強く推奨されています。

Prescription ダイアログ

図 88 

変更可能な内容

このダイアログには、目的の処方パラメーターを定義する際に当初使用された Create Plan ダイ
アログ（P. 163 を参照）に類似した設定オプションが含まれます。

ただし、ここから処方タイプを変更することはできません（P. 165 を参照）。

Assigned groups に一覧表示されている治療グループのうち線量計画から除外すべきグループを
設定することもできます（P. 177 を参照）。

注記： PTV とアイソセンターの相関関係の設定はメインの治療計画画面でしか確立できない（P.
176 の「治療グループの追加」を参照）ため、P. 180 の変更は治療計画の作成中には実行でき
ません。
 

MU 値計算のためのグループの指定方法

MU 値の計算において Assigned groups に一覧表示されている治療グループを計算に入れるかどう
かを決定できます。

ステップ

1. Prescription ダイアログの Edit をクリックします。
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ステップ

2.

ここで表示される Edit ダイアログでは以下を行うことができます。

治療グループや PTV（Tumor など）を線量計画に含むかどうかの設定

治療計画にアイソセンターが複数ある場合には、適切な相対的荷重係数を設定

この情報は、プランニング時に Functions エリアで表示される Open Weighting Dialog アイコン
を使って後に編集することもできます（P. 190 を参照）。
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7.3.9 Normalization ポイントに対する処方

概説

Normalization ポイントへの処方を行う際には、計算結果のアルゴリズムおよび数値的性質を考
慮することが重要です。

計算された照射野半影、高線量勾配の領域は特に、線量計算アルゴリズムの差異に大きく影響さ
れます。

半影の特徴

ビームのモデリングの違い、そしてそれに伴う半影の特徴の違いは以下が原因で生じます。

• バージョンの異なる iPlan RT Dose における、ペンシルビームアルゴリズムの、アルゴリズム
および数値的な改善

• 線量計算アルゴリズムの違い（ペンシルビームやモンテカルロアルゴリズムなど）

• アルゴリズム（モンテカルロ）の統計学的性質により、ポイントの線量は統計学的に異なる値
が計算されます。

特に PTV 線量制約値の下限に処方する場合は、場合によっては数値的モデリングにおける小さな
違いが、処方された MU 値に大きな影響を及ぼすことがあるのでご留意ください。

図 89 

図 89 は、異なるアルゴリズムで計算された 2 つの線量プロファイルを示します。これは、1 つ
の PTV ボリューム上での、異なるアルゴリズムによる異なるビーム半影の影響を示します。

例：PTV ボリュームへの x～100%線量の処方

図 89 に示すように、ビームの半影は PTV の領域と重なります。その結果、異なるアルゴリズム
（ペンシルビームまたはモンテカルロ）が使用された場合、ビームの半影に生じたいかなる変更
も PTV への線量分布に影響を及ぼします。

このため、PTV の低線量領域（照射野の半影領域）におけるあらゆる誤差は、処方された MU 値に
完全に影響します。その理由は、MU 値が再度スケーリングされると、最低線量ポイントに処方線
量 xが照射されるように MU 値はスケーリングされるためです。

モンテカルロアルゴリズムの場合はとりわけ、PTV ボリューム 100%で線量を正規化することは推
奨されていません。統計学的な性質を持つアルゴリズムであるため、PTV ボリュームにおける線
量分布も、統計ノイズの影響を受けます。統計ノイズのせいで、ボリューム 100%への線量 x の処
方は、実質的に、やや線量の低すぎる線量ポイントへ処方する結果となります。このような方法
での処方により、MU 値が大きく異なってくる場合があります。

PTV ボリューム 100%への処方のシナリオは極端な例です。しかし、PTV の一部について処方を行
う際には、小さな PTV の場合と似たような結果になる可能性があります。この場合にも、PTV の
ボリュームが小さすぎてビームの半影の小さな変更が PTV ボリュームの 90%の線量に大きく影響
を及ぼす可能性がある場合には、たとえば PTV ボリュームの 90%に処方することが妥当かを検討
する必要があります。

治療計画の作成

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 179



7.4 治療グループの追加

7.4.1 概要

概説

処方パラメーターの定義を決定したら（P. 163 を参照）、治療パラメーターの設定が開始できま
す。

治療グループとは

治療グループは、1つの PTV への個別の照射を定義し、以下の項目を含みます。

• 使用マシン

• アイソセンター

• モダリティー：

- IMRT

- コンフォーマルビーム

- コンフォーマルアーク

- サーキュラーアーク

- ハイブリッドアーク

• コリメータ情報

• ビームの数、線量分布および該当する場合には角度

治療グループの追加方法

ステップ

1.

Functions エリアの The RTPlan オブジェクトをハイライトします。

2.
Functions エリアの Functions タブの Add Treatment Group をクリックして Group ダイア
ログを開きます。
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Group ダイアログ

図 90 

治療グループの定義方法

ステップ

1.
Group name フィールドに治療グループの名前を入力します。

注記： 各グループ名には、デフォルトで "Group" が頭に付きます。
 

2.
Select PTV ドロップダウンリストを使って、治療グループを割り当てる PTV を選択しま
す。

3.

Isocenter coordinate エリアでは次のいずれかを選択します。

• Use existing coordinate：既存の iPlan RT Dose 治療グループの座標系、DICOM RT 経
由でインポートした外部座標、または iPlan Cranial などを使って作成したラベル付
きポイントを使って新規治療グループを設定する場合

• New coordinate in selected PTV：選択した PTV の幾何学上の中心に新規治療グルー
プを設定する場合

Use existing coordinate のドロップダウンリストには DICOM RT 経由でインポートした
外部座標も含まれます。外部座標を選択した場合には、その位置設定を後に変更するこ
とはできません。

4.

Select profile セクションで、使用したいマシンプロファイルを選択します。

Hide older profiles チェックボックスを選択すると、各プロファイル名に対して最新の
プロファイルのみが表示されます。

5.

Irradiation setup エリアで、次のいずれかを使用して治療フィールドセットアップを定
義します：

• Create new elements：選択したマシンプロファイルでサポートされている治療オプシ
ョンに応じて治療タイプを選択します。選択した治療タイプによっては、その他の治
療パラメーター（「P. 184」を参照）も定義できます。

• Use template：ここでは施設で腫瘍のタイプとしてあらかじめ設定されているテンプ
レートを基準にした治療エレメントのセットを選択できます。例：AVM（P. 302 を参
照）。
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ステップ

6. 目的の設定を行ったら、OK を押して確定します。

具体的な照射セットアップ

Create new elements を選択した場合、Group ダイアログの Irradiation setup エリアでさまざ
まなパラメーターを定義する必要があります。これらは、以下に解説しているように、治療モダ
リティーによって異なります。

• P. 182

• P. 182

• P. 183

• P. 183

• P. 183

治療モダリティーは選択したマシンプロファイルでそれが許可される場合にのみ、選択できま
す。

コンフォーマルビーム治療グループの作成方法

ステップ

1. Treatment Type の中の Conformal beam を有効にします。

2. Coll. angle にコリメータ角を入力します。

3. PTV 形状の計算のために Margin フィールドでリーフマージンを定義できます。

4.
Distribution フィールドでは Cranial または Extracranial の照射に適切なビーム分布を
定義できます。

5.

以下を定義します。

• Elements：治療エレメント（ビーム）の数

• Gantry spread
• Table spread
• Off center：基準となるビームの中心からの移動角を定義します。

IMRT 治療グループの作成方法

ステップ

1. Treatment Type の中の IMRT beam を有効にします。

2. Coll. angle にコリメータ角を入力します。

3. PTV 形状の計算のために Margin フィールドでリーフマージンを定義できます。

4.
Distribution フィールドでは Cranial、Extracranial のいずれかの照射に適切なビーム
分布を定義できます。

5.

以下を定義します。

• Elements：治療エレメント（ビーム）の数

• Gantry spread
• Table spread
• Off center：基準となるビームの中心からの移動角を定義します。

注記： IMRT の線量計算パラメーターは、RTPlan Properties ダイアログで設定できます。P.
205 を参照。
 

IMRT 治療グループの作成が完了すれば、P. 185 に記載しているとおりに、それを最適化するこ
とができます。
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コンフォーマルアーク治療グループ（スタティックまたはダイナミック）の作成方法

ステップ

1.
Treatment Type の中の Conformal Arc (Static)または Conformal Arc (Dynamic)を有効
にします。

2. Coll. angle にコリメータ角を入力します。

3. PTV 形状の計算のために Margin フィールドでリーフマージンを定義できます。

4.
Distribution フィールドでは Cranial、Extracranial のいずれかの照射に適切なビーム
分布を定義できます。

5.

以下を定義します。

• Elements：治療エレメント（アーク）の数

• Table spread
• Arc length

警告
コンフォーマルアーク照射における線量計算に使用される角度が 10°刻みであるために、計算
される線量が不正確になる可能性もあります。すべてのコンフォーマルアーク治療計画に対し
て、ファントムを使って検証を行うことを強く推奨します。

サーキュラーアーク治療グループの作成方法

ステップ

1. Treatment Type の中の Circular Arc を有効にします。

2.

Diameter にコリメータの直径を入力します。

Automatic を有効にすると、新規治療グループの各サーキュラーコーンの直径はまず初め
に、平均化した PTV の形状に適合されます。

3. PTV 形状の計算のために Margin フィールドでリーフマージンを定義できます。

4.

サーキュラーアークには、以下のように Overlap が設定できます。

• 100%に設定すると、最終的な MLC 照射野は、すべてのガントリーコントロールポイン
トに対して計算された全 PTV 形状の共通部分に適合する形状になります。

• 0%に設定すると、最終的な MLC 照射野は、すべてのガントリーコントロールポイント
に対して計算された全 PTV 形状の集合体に適合する形状となります。

アークの作成が終了したらオーバーラップや PTV マージンを変更することはできませ
ん。割り当てられた値は、Plan Content タブで対応するグループを選択すると表示でき
ます。

5.
Distribution フィールドでは Cranial、Extracranial のいずれかの照射に適切なビーム
分布を定義できます。

6.

以下を定義します。

• Elements：治療エレメント（アーク）の数

• Table spread
• Arc length

注記： サーキュラーアークビームのビーム間隔は、RTPlan Properties ダイアログで設定できま
す。P. 205 を参照。
 

ハイブリッドアーク治療グループの作成方法

ステップ

1. Treatment Type の中の HybridArc を有効にします。

2. Coll. angle にコリメータ角を入力します。
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ステップ

3. PTV 形状の計算のために Margin フィールドでリーフマージンを定義できます。

4. Beams で各アークのビーム数を入力します。

5.
Distribution フィールドでは Cranial、Extracranial のいずれかの照射に適切なビーム
分布を定義できます。

6.

以下を定義します。

• Elements：治療エレメント（アーク）の数

• Table spread
• Arc length

注記： Functions エリアで Add HybridArc ボタンをクリックすることによっても HybridArc を追
加することができます。このボタンはワークフローを簡略化するだけのもので、挙動は変わりま
せん。
 

注記： 3D ディスプレイでは、IMRT ビームの位置は背面のビューで検証できます。例：テーブル
角 0°のハイブリッドアークは 3D の「ビューオプション」Caudal を使用した IMRT エレメントの
表示を強調します。
 

ハイブリッドアーク治療グループの作成後は以下のステップを実行します。

ステップ

1. アーク／IMRT ビームの重み付けを調整します（P. 192 を参照）。

2.
ハイブリッドアークの最適化処理を実行するか、アーク用リーフ形状の最適化処理に続
いて IMRT 最適化処理を行います（P. 185 を参照）。

注意
複数のアイソセンターの照射を 1 つのアーク（1 つのアイソセンターに対して）で行う際、回転
方向のセットアップエラーは「サテライト」アイソセンターに影響を及ぼします。1 つのアイソ
センターで複数の病変を照射する場合には、照射前に必ず、セットアップのエラー、特に回転方
向のエラーを修正してください。

警告
ガントリーの回転方向は以下のような理由でプランニングの工程中のさまざまな段階で混同され
るおそれがあります。例：ガントリー回転の反転により MLC の形状が反転している、またはプリ
ントアウトで選択した回転方向が明確に指定されていない、など。正しいガントリー回転方向が
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ていることを照射前
に確認してください。

治療計画テンプレート

Use template を選択すると、専用のダイアログで使用可能なテンプレートを管理するオプション
が使用できるようになります（P. 296 を参照）。

安全上の注意

警告
ターゲットボリュームや危険臓器の幾何学構成によっては、複雑な線量分布の実現に制限があり
ます。最終的な治療計画を慎重に見直してください。

警告
基本的な物理的原理により、PTV や Boost オブジェクトの複雑な線量分布や競合する複数の処方
線量の実現には制限があります。
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7.4.2 IMRT 治療グループまたはハイブリッドアーク治療グループの最適化

概説

作成が完了すれば、IMRT 治療グループやハイブリッドアーク治療グループは最適化できます（P.
309 も参照）。

IMRT 用に最適化する前に、ハイブリッドアークのアーク用リーフ形状を別途最適化することもで
きます（P. 333 を参照）。

IMRT 治療グループの最適化方法

IMRT グループの最適化方法：

• Dose Optimization ステップに従う（P. 309 を参照）。

• 以下のように、Treatment Planning ステップの機能を使用：

ステップ

1. Functions エリアのリストから IMRT 治療グループを選択します。

2.

マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示して、インバースプランニング
のタイプをあらかじめ選択します。OAR の重み付けを定義する Select Inverse Plan‐
ning Type にある選択肢から 1つを選択します（P. 320 を参照）。

3. Optimize IMRT をクリックします。

注記： 前の Dose Optimization ステップで設定したパラメーターを使用して、IMRT 治療グルー
プは最適化されます。このステップがまだ実行されていない場合には、実行して IMRT を最適化
するか、Select Inverse Planning Type から選択してください。
 

ハイブリッドアークの最適化方法

ハイブリッドアーク治療グループのアーク用リーフ形状（P. 333 を参照）および IMRT は、以下
の方法で最適化できます。

• Dose Optimization ステップに従う（P. 309 を参照）。

• 以下のように、Treatment Planning ステップの機能を使用：

ステップ

1. Functions エリアのリストからハイブリッドアーク治療グループを選択します。
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ステップ

2.

マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示して、インバースプランニング
のタイプをあらかじめ選択します。IMRT およびアーク用リーフ形状の最適化のための
OAR の重み付けを定義する Select Inverse Planning Type にある選択肢から 1つを選
択します（P. 320 を参照）。

3.

以下のいずれかをクリックします。

- アーク用リーフ形状のみを最適化したい場合：Opt. Aperture

- アーク用リーフ形状と IMRT の両方を最適化したい場合：Opt. HybridArc

アーク用リーフ形状のみの最適化を選択した場合には、Optimize IMRT をクリックす
れば後に IMRT の最適化を実施できます。必ず IMRT の前にアーク用リーフ形状の最適
化を行ってください。

注記： IMRT パラメーターが 1つも定義されていない場合には、ハイブリッドアーク
はデフォルトのパラメーターで最適化されます。
 

最適化処理の削除方法

最適化処理を削除するには以下の方法があります。

削除対象

治療計画全体
治療計画を選択し、Reset Inverse Optimization をクリックしま
す。

IMRT 治療グループ 治療グループを選択し、Reset IMRT をクリックします。
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削除対象

ハイブリッドアーク治療
グループ

治療グループを選択し、以下をクリックします。

• IMRT とアーク用リーフ形状両方の最適化処理を削除するには Reset
All をクリックします。治療計画の基本的なパラメーター（例：オ
ブジェクト、角度、アイソセンター位置など）が変更された場合に
はこれを使用します。

• IMRT の最適化処理を削除するには Reset IMRT をクリックします。
これは、治療計画の微調整を行うのに有効です（IMRT ビームの数
およびアークと IMRT 間の重み付けを調整できます）。

• アーク用リーフ形状の最適化処理を削除するには Reset Aperture
をクリックします（IMRT の最適化処理が行われていない場合にの
み使用可能）。

注記： コンテキストメニューを使用すれば、これらのボタンの後の
ダイアログを省略できます。
 

最適化を行うグループの選択方法

IMRT グループやハイブリッドアークグループは、それぞれの治療の影響を評価するために別々に
最適化することができます。異なる治療グループの最適化結果をロックし、治療グループの次の
最適化処理を実行することができます。最適化を行うグループの選択方法：

ステップ

1. 治療グループを選択します。

2.

マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示します。

3.
Selected for IMRT Optimization をクリックします。最適化処理を実行する際、選択し
たグループのみが最適化されます。

最適化処理の選択用アイコン

アイコン 意味

この治療グループは最適化処理のために選択されています。
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アイコン 意味

この治療グループは最適化処理済みです。

この治療グループは最適化処理のために選択されていません。

注記： 最適化処理を行う治療グループが選択されていない場合、Dose Optimi‐
zation（線量の最適化）ステップですべての IMRT 治療グループが同時に最適化
されます。
 

Refresh MU の使用

• ハイブリッドアークエレメントについては、アークのリーフ形状の最適化後、Refresh MU に
よりアーク／IMRT ビームの重み付けが回復します。

• IMRT およびハイブリッドアークのエレメントについては、Refresh MU により、IMRT の最適化
後、処方された PTV の線量正規化が実行されます。

• Refresh MU では OAR は考慮されないため、IMRT の最適化後にこれを使用することは一般的に
避ける必要があります。このように、MU 値の更新が OAR への線量制約の侵害につながる場合
があります。
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7.4.3 治療グループの編集

概説

治療グループは一度作成されると（P. 180 を参照）、Functions エリアにあるオプションを使っ
て修正することができるようになります。

治療グループの編集方法

治療グループを編集するには、Functions エリアのリストから該当する治療グループを選択しま
す。その下のエリアに編集ボタンが表示されます。

図 91 

アイソセンターの移動方法

選択した治療グループのアイソセンター座標を他の位置に移動するには、以下のように進めま
す。

ステップ

1. Position をクリックします。

2.

スライスビューの中で、マウス（白い十字）をアイソセンター（緑色の十字）の上に置
きます。

3.
これで、マウスを使ってアイソセンターを目的の位置にドラッグできるようになりま
す。

4.

サーキュラーアーク治療グループのアイソセンター位置座標の位置決めをする際には、
緑色の円が再構成画像内に表示されます。

5. この円は 50％等線量ラインの推定値を示します。
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ステップ

6.
対応する Superimp. field for isoc.の直径はビームズアイビュー（P. 262 を参照）に
表示されます。

7.
最終的な線量分布が完全な球体とは一致しない可能性があるため、照射野範囲拡張の推
定値は空間的な方向決定を助けるための参照として以外には使用しないでください。

グループのセンタリング方法

治療グループをイメージディスプレイの中央にセンタリングするには、Find をクリックします。

グループプロパティーの表示方法

選択した治療グループのプロパティーは Properties をクリックして開きます。

治療グループの削除方法

治療計画から治療グループを削除するには、Delete をクリックします。

座標の調整方法

図 92 

治療グループの位置座標は調整できます。

グループの重み付けの調整方法

図 93 

オプション

Open Weighting Dialog アイコンをクリックすると治療グループ間の相対的な重み付
けに関する情報を含むダイアログが開きます。

詳細については、P. 177 を参照してください。

新規エレメントの追加方法

Add をクリックすると、選択した治療グループに新たに治療エレメント（ビームまたはアーク）
を追加することができます。

警告
アークやビームの追加や削除により、治療計画が処方どおりのものではなくなります。この場合
は Refresh MU ボタンを使って処方に従って MU 値を更新してください。

スタティックアークのオーバーラップを定義

スタティックコンフォーマルアークの場合、個別の照射野に対して許容されるオーバーラップの
割合を設定できます。このオーバーラップが、MLC の平均照射野の形状に影響を及ぼします。
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図 94 

スタティックアークを計画している場合、ソフトウェアはまず、10 度間隔で PTV に適合する MLC
を持つダイナミックアークを作成します。オーバーラップ値によっては、ソフトウェアはスタテ
ィックアーク用に単一の MLC 照射野を作成します。

例：アーク角を 40 度に設定したい場合。これは、ダイナミックアークを計画する場合には 5 MLC
照射野に相当します。

• スタティックアークでは、たとえばオーバーラップの割合を 0％に設定する選択肢もありま
す。これは、どの MLC 照射野も他の MLC 照射野とはオーバーラップできないことを意味し、最
終的な MLC 照射野は、すべてのガントリーコントロールポイントに対して計算されたすべての
PTV 形状の集合体に適合する形状となります。

• 25％オーバーラップに設定することもできます。これは、照射野の 25％以上がオーバーラッ
プしなければならないことを意味します。

• 100%に設定すると、最終的な MLC 照射野は、すべてのガントリーコントロールポイントに対し
て計算された全 PTV 形状の共通部分に適合する形状になります。

サーキュラーアークの直径の調整方法

サーキュラーアークエレメントについては、コーンのデフォルトの直径は最初に P. 183 で解説
している方法で設定されています。その後は Functions エリアにさまざまな直径の調整オプショ
ンが表示されます。

図 95 

オプション

直径は、空欄フィールドに直接入力できます。使用されているマシンプロファイル（P. 181 を
参照）で定義されていない直径を入力すると、最も近似の直径が選択されます。

直径は、直径スライダーを左（最小値）から右（最大値）にドラッグすることによっても調整
することができます。

アイコンをクリックすると、この治療グループに割り当てられているすべてのサーキュラーア
ークに対して適切なコーンの直径が決まり、次に、全アークに対し、最適化されたこれら直径
のうち最小値が選択されます。

治療グループを右クリックすると、コンテキストメニューには直径に関するその他のオプション
が表示されます。

図 96 

治療計画の作成

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 191



オプション

Optimize diameters individually では、各サーキュラーアークに対し、個別に最適化された直
径が設定されます。

Optimize to common diameter では、アイコンをクリックした場合と同じように、全アークに共
通で使用する直径が設定されます。

アーク／ビームの関係の重み付け

ハイブリッドアークエレメントについては、デフォルトのアーク／IMRT ビームの関係は治療用テ
ンプレートで初めに定義されています（P. 296 を参照）。Functions エリアのスライダーを使
ってアーク／IMRT ビームの関係を調整できます。

図 97 

アーク／ビームの関係では、治療グループ内の各個別のハイブリッドアークに対して、ハイブリ
ッドアーク照射における IMRT ビームの、アークに対する相対的な重み付けが定義されます。

この重み付けはアーク用リーフ形状の最適化処理の前後に検討され、処方線量が基準にされま
す。このため、Refresh MU を押すと、調整した重み付けに従って、目的の線量に対して使用可能
なアーク線量分布の倍率変更が行われます。ハイブリッドアークの IMRT ビームの最適化処理で
は、処方線量だけでなく、目的関数全体を最適化して、残りの線量が追加されます。このため、
最終的なアーク／ビームの重み付けは指定値とは少し異なる場合があります。

注記： ハイブリッドアーク照射で IMRT ビームをまったく使用しない場合、スライダー調整から
は独立した 100%の内部アーク／IMRT ビームの関係が使用されます。
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7.4.4 治療グループプロパティーの変更

治療グループプロパティーの編集方法

治療グループの基本プロパティーを編集するには、Functions エリアでグループを選択し、
Properties をクリックします。

注記： 治療グループを作成すると、そのグループに対して新たなアイソセンター座標が自動作
成されます。その後、そのグループに他のアイソセンター座標を指定すると、他の治療グループ
に指定されていない限り、以前のアイソセンター座標は削除されます。
 

Properties タブ

図 98 

コンポーネント 機能

Name 治療グループの名前

Coordinate 指定されているアイソセンター座標の名前

Assigned targets 選択されている治療グループと対応付けられる PTV（P. 177 を参照）

Machine 治療で使用するマシン（リニアック）のプロファイル（P. 194 を参照）

Dose Rate 線量率（特にリーフシーケンスに重要）

Leaf adaption
MLC 照射中に、リーフが PTV の形状に適合するように採用するリーフ適合動
作のタイプ（Physics Administration 4.5 ソフトウェアユーザーガイドを
参照）

Conversion

選択した治療グループのタイプに応じて、以下のとおり、別の治療タイプへ
の変換が可能です。

• コンフォーマルビーム-> IMRT ビーム

• IMRT ビーム > コンフォーマルビーム

• スタティックアーク -> ダイナミックアーク

• ダイナミックアーク -> スタティックアーク

サーキュラーアーク照射やハイブリッドアーク照射に使用できる変換オプシ
ョンはありません。
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Machine ダイアログ

治療のセットアップ（P. 180 を参照）時に設定したものと異なるマシンプロファイルを使用する
には、該当する治療グループの Properties タブで Change ...をクリックします（P. 193 を参
照）。以下のような Machine ダイアログが表示されます。

① ② ③

図 99 

No. コンポーネント

① 使用可能なリニアック

② 使用可能な MLC

③ 選択したリニアックに使用可能なエネルギー設定

Hide older profiles チェックボックスを選択すると、各プロファイル名に対して最新のプロフ
ァイルのみが表示されます。

Jaws タブ

Jaws タブにより MLC 使用時のリニアックのプライマリージョーの位置を設定できます。使用可能
な設定は、選択したマシンプロファイルによって異なります（P. 193 を参照）。円錐形コリメー
ター使用時のジョーの位置に関する情報については、Physics Administration 4.5 ソフトウェア
ユーザーガイドを参照してください。

図 100 
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コンポーネント 機能

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic：ジョーは自動で移動し、それぞれの治療エレメントに対して
個別に最適化されます。

• Manual：照射野のサイズや形状を考慮せずにジョーの位置をマニュアル
で設定することができます。これらのジョーの位置は、プランニング中
にも必要に応じてマニュアルで調整できます（P. 265 を参照）。

注記： これらの設定はグループのすべてのエレメントが削除されると消去
されます。空のグループに追加される新規エレメントにはデフォルトのパ
ラメーターが使用されます。
 

Jaw Setting for
group

以下のいずれかの読み取り専用の値（Physics Administration を使用しな
ければ変更できない）を表示します。

• Symmetric：X と Y のジョーのペアが対称の位置に移動します。

• Independent：対になっているジョーはそれぞれ独立した非対称の位置に
移動することができます。

Same jaw value for all elements：この機能が有効になっていると、グル
ープ内のすべての治療エレメントに同じジョーの値が適用されます。

注記： これらの設定はグループのすべてのエレメントが削除されても消去
されずに残ります。
 

安全上の注意

警告
ジョーの位置の精度を考慮するには、適度なマージンを付けてプライマリージョーのモードを
Automatic に設定することが推奨されています。ブレインラボでは、システムの稼動開始時に
は、プライマリージョーフィールドの最大領域と、MLC がブロックする最大領域の間に放射線漏
れがないことを検証することを推奨しています。

警告
コンフォーマルアーク照射で Manual のオプションを選択した場合には、すべてのアーク照射野
がジョー開口部によって定義された境界内に収まっていることを確認してください。照射野がこ
の境界を超えると、ジョーの開口部の広さが十分でないことを示す警告が表示されます。

警告
サーキュラーコーンの場合、ジョーによってコーン外側への放射線を遮蔽する必要があります。
照射時のジョー位置は、ビーム測定時のジョーの位置と同じでなければなりません。

警告
各個別の照射野について、ジョー位置と、ジョーで設定される照射野のサイズをリニアックのコ
ンソールで直接検証します。

警告
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。

DRRs タブ

DRR の生成に関する情報をここで定義できます（P. 359 を参照）。ビームのセットアップ、選
択したイメージャー、ガントリー、テーブル角度の設定とともに、DICOM エクスポートのために
P. 377 を使って DRR オーバーレイを起動することもできます（P. 380 の「DICOM エクスポー
ト」を参照）。
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7.4.5 治療エレメントの編集

概説

各治療エレメント（ビームやアーク）は Functions エリアにあるオプションを使って変更するこ
とができます。

図 101 

治療エレメントの位置設定の方法

3D ビューを使って治療エレメントの位置を調整することが可能です（P. 250 を参照）。

Properties

選択した治療エレメントのプロパティーは Properties をクリックして開きます（P. 200 を参
照）。

Delete

治療計画から治療エレメントを削除するには、Delete をクリックします。

角度とマージン

図 102 
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オプション

治療グループ内のすべての治療ビームやアークの角度の設定（Table、Gantry、Coll.）は、表
示されるスピンボックスを使って調整することができます。アーク照射については、ガントリ
ーの開始角度と停止角度が設定できます。

スピンボックスを使って、治療グループ内の PTV 周辺の Margin を調整できます。

MLC 照射用エレメントのコリメーター回転は、このボタンをクリックすると最適化で
きます。

不確定な位置設定および MLC の半影を計算に入れるには、十分なマージンをとっておく必要が
あります。

各スピンボックス（角度とマージン）の横にあるアイコンをクリックすると、治療グ
ループ内のすべてのエレメントを個別に変更できるダイアログが開きます。

用意されているスピンボックスを使用して角度やマージンの設定を調整できます。

ガントリーの回転方向

オプション

アーク治療エレメントに対して、ガントリーの回転を時計回り（clockwise = CW）と
反時計回り（counter-clockwise = CCW）で切り替えるには、このボタンをクリックし
ます。

注記： 回転方向を逆にすると、Gantry Start と Gantry Stop の角度も逆転します。
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注記： CW／CCW ボタンに感嘆符が付いていると、アークが複数の部分から構成されていることを
示します。
 

警告
ガントリー回転の反転により MLC の形状がミラーコピーされた、プリントアウトに選択した回転
方向が明確に示されていない、などの理由により、ガントリーの回転方向は、プランニングの工
程のさまざまな段階で混同される場合があります。正しいガントリー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ていることを照射前に確認してくだ
さい。

コーンの直径

サーキュラーアークエレメントについては、コーンのデフォルトの直径はもともと P. 184 で設
定されています。その後は Functions エリアにさまざまな直径の調整オプションが表示されま
す。

図 103 

• 直径は、空欄フィールドに直接入力できます。使用されているマシンプロファイル（P. 181
を参照）で定義されていない直径を入力すると、最も近似の直径が選択されます。

• 直径は、直径スライダーを左（最小値）から右（最大値）にドラッグすることによっても調整
することができます。

このアイコンをクリックすると、アークエレメントの直径が PTV の形に合わ
せて最適化されます。治療エレメントを右クリックすると、コンテキストメ
ニューの Optimize diameter がこのアイコンと同じ機能を実行します。

治療エレメントの重み付け

図 104 

Functions エリアにある Open Weighting Dialog アイコンをクリックすると治
療エレメント間の相対的な重み付けに関する情報を含むダイアログが開きま
す。
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荷重係数の調整

相対的な荷重係数は治療エレメントごとに変更できます。

図 105 

ハイブリッドアークのビーム

ハイブリッドアークのエレメントについては、IMRT ビームの数は Beam No.ボタンを使用して調
整できます。このボタンは IMRT ビームが最適化されていなければ有効です。

MU 値

ここには、処方線量の最適化時（例：Refresh MU ボタンを使用するなどにより）に治療エレメン
トに対して計算された MU 値が表示されています。

警告
アークやビームの追加や削除により、治療計画が処方どおりのものではなくなります。この場合
は、Refresh MU ボタンを使って MU 値を更新してください。

注意
Refresh MU をクリックしても、関連パラメーターが確実に変更されるわけではありません。最終
的な治療計画情報をマニュアルで確認する必要があります。
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治療エレメントプロパティーの変更

図 106 

タブ 機能

Properties 治療エレメントに付けられた名前を編集することができます。

Jaws

MLC 照射の場合のリニアックのジョーの配置情報を編集できます。

• Automatic：ジョーは自動で移動し、それぞれの治療エレメントに対して個別
に最適化されます。

• Manual：照射野のサイズや形状を考慮せずにジョーの位置をマニュアルで設
定することができます。これらのジョーの位置は、プランニング中にも必要
に応じてマニュアルで調整できます（P. 265 を参照）。

治療グループの追加

200 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



7.4.6 治療エレメントおよびコリメータの最適化

概説

iPlan RT Dose では、より効率的に治療が実施できるよう、治療エレメントおよびコリメータを
自動的にソートし、最適化することができます。

ビームエレメントの最適化

図 107 

コンポーネント 機能

Optimize Element
Delivery

リニアック／テーブルの動作効率が最適になるよう、ビームの順序をソ
ートします。

Distribute Elements
Equally

最適なリニアック／テーブルの動作効率が実現できるよう、エレメント
を分布します。

Weight Elements
Proportionally（コ
ンフォーマルビーム

のみ）

すべてのビームへの重み付けが均一になるよう、エレメントの重み付け
を設定します。

Optimize All Col‐
limator Angles

PTV の形状に最適に一致するように、ビームごとにコリメータ角を調整
します。個々のビームに対してこれを実施するには以下を行います。

• ビームを選択し、右クリックしてコンテキストメニューを表示しま
す。

• Optimize Collimator Angle を選択します。
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アークエレメントの最適化

図 108 

コンポーネント 機能／操作方法

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization：ガントリーの回転とエレメントのソートの両方
を最適化します。

• Gantry Rotation：最大効率を得るためにガントリーの回転（時計回
り／反時計回り）を最適化します。

• Element Sorting：リニアック／テーブルの動作効率が最適になるよ
う、アークの順序をソートします。

Weight Elements
Proportionally （ハ
イブリッドアークを

除く）

すべてのビームへの重み付けが均一になるよう、エレメントの重み付け
を設定します。

Optimize All Col‐
limator Angles

PTV の形状に最適に一致するように、ビームごとにコリメータ角を調整
します。個々のビームに対してこれを実施するには以下を行います。

• ビームを選択し、右クリックしてコンテキストメニューを表示しま
す。

• Optimize Collimator Angle を選択します。

Optimize Diameters
Individually （サー
キュラーアークの

み）

個々のアークエレメントの直径を PTV 形状に適合させます。P. 198 を参
照。

Optimize to Common
Diameter （サーキュ
ラーアークのみ）

すべてのアークエレメントの直径を PTV 形状に適合させます。P. 198 を
参照。
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7.4.7 治療グループとエレメントのロック

概説

ロック機能およびフリーズ機能は、治療グループや個別の治療エレメント（ビームまたはアー
ク）を右クリックすると表示されるコンテキストメニューにあります。

治療グループと治療エレメントの計画や位置が決まったら、ロック機能やフリーズ機能を使って
それ以上の変更を防ぐことができます。

ロックおよびフリーズ機能は、IMRT の最適化（P. 309 を参照）が完了していると使用できませ
ん。このような場合、Functions エリアの Remove IMRT Optimization ボタンを使用すると治療計
画のロックを解除して変更を加えられるようになります。

ロックおよびフリーズ機能は IMRT 治療グループや治療エレメントに対してはまったく使用でき
ません。

線量体積ヒストグラムへの影響を検討する目的で治療グループの位置を変えたい場合に、ロック
機能やフリーズ機能が有効な場合があります。ファントム QA 時に、照射野を変更せずにビーム
角度を変更したい場合にも使用できます。また、ガントリーのコリジョンが生じる可能性があれ
ば、現在設定している照射野はそのままでガントリーの設定を変更したい場合にも使用できま
す。

治療グループのロック方法

選択した治療グループ内のすべての治療エレメントをロックするには Lock all elements をクリ
ックします。リストにはロックマーク付きで表示されます。

図 109 

治療グループのロックの解除方法

ロックを解除し、選択した治療グループ内の治療エレメントが変更できるようにするには Unlock
all elements をクリックします。

図 110 
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個々の治療エレメントのロック方法

選択した治療エレメントをロックし、リストにロックマークを付けるには Lock をクリックしま
す。

治療エレメントが再び変更できるよう、ロックを解除するには、表示されている Unlock メニュ
ーの項目を選択します。

図 111 

個々の治療エレメントのフリーズ方法

選択した治療エレメントの照射野をフリーズするには、Freeze Shape(s)をクリックします。こ
の場合、半施錠状態のロックマークがリストに表示されます。

図 112 

Freeze Shape(s)機能の起動中に以下が変更されるとプライマリージョーとコリメータの照射野
サイズや形状は変更しません。

• ビーム／アークの角度

• 治療グループの位置

• PTV マージン

• オブジェクトの役割または輪郭

たとえば MLC 照射の場合、この機能により、意図しないリーフの動きを防ぐことができます。

個々の治療エレメントのフリーズの解除方法

該当する照射野の自動調整機能を再度有効にするには以下の操作を行います。

• Unfreeze Shape(s)メニューから項目を選択します。

• ビームズアイビューの reset manual changes to shape アイコンを押してディスプレイを更新
します（P. 268 を参照）。

自動調整機能は以下の場合には自動的に再起動します。

• 現在選択中の治療グループに対して新規のマシンプロファイル（P. 181）が選択された場合

• 治療モダリティーを変更した場合（P. 193 を参照）

注記： ダイナミックアーク照射の場合は、アークが拡大した場合、またはコリジョンマップ内
でテーブル角度が変更された場合（コリジョンマップ内の変更によりテーブル角度は 180°まで
変更可能）にも、自動調整機能が自動的に再起動します。いずれの場合にも、照射野が新たに作
成されるため、リーフの位置合わせをやり直す必要があります。
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7.5 線量計算

概説

iPlan RT Dose で治療計画の線量計算に使用されるパラメーターは変更することができます。ま
た、モンテカルロまたはペンシルビームアルゴリズムのどちらを使用して線量を計算するかを選
択できます。

線量計算パラメーターの設定方法

ステップ

1.

Functions エリアの The RTPlan オブジェクトをクリックしてハイライトします。

2.
Functions エリアの Functions タブで Properties をクリックして Properties ダイアログ
を開きます。

RTPlan の Properties ダイアログ

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

図 113 
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ダイアログのコンポーネント

No. コンポーネント 機能

① Dose Resolution

線量計算グリッドを定義するための基準として用いる線量分解能（P.
83 を参照）。これは以下の目的で使用されます。

• 処方および 3D の線量ボリューム計算

• DVH および IMRT 計算のデフォルト値として

• 線量マトリックスの保存（P. 276 を参照）

この設定は DVH ダイアログでも変更できます（P. 219）。

② Finer for Small
Objects

ストラクチャーが非常に小さな場合にも、グリッドサイズを自動調整
して正確な線量計算を行うにはこのオプションが推奨されています。

③
Use Small Grid
Size for
Min/Max

最小／最大の線量ポイントは、非常に細かなグリッド上で最小、最大
の線量ポイントを検索して計算されます。高線量勾配領域で正確に最
小／最大の線量ポイントを計算するにはこのオプションを使用するこ
とが推奨されています。このオプションを選択しなければ、グリッド
の分解能は DVH の計算に使用される分解能と同じになります。

④ Arc Calculation
ステップ

このドロップダウンリストを使って、サーキュラーコーンアルゴリズ
ムを基準にしたサーキュラーアーク照射に採用するビーム間隔を（度
数で）定義できます。

⑤ 不均質性の補正

このオプションを選択すると、線量計算には組織密度のバリエーショ
ンが計算に入れられ、ビーム路程の長さもそれに合わせて補正されま
す。このオプションを選択しないと、ビームが通過する体組織は水等
価と認識されます。

⑥
Multiple Tar‐
gets: Separate
Normalization
for Each Target

治療計画に複数の PTV が含まれる場合、具体的に各 PTV に指定されて
いる治療エレメントのみが、目的線量と合わせて、正規化計算のため
に考慮されます。これは、競合する PTV がある場合には特に有効で
す。ただし、線量表示にはすべての治療エレメントの効力が考慮され
ます。このオプションを選択すると、対応するインフォメーションメ
ッセージが Plan Status ダイアログに表示されます（P. 284 を参
照）。

個別の最適化処理は、PTV への線量を低く見積もる結果となるおそれ
があります。

⑦

Representation
Point:Exactly
Representing
Normalization
Dose

このオプションを選択すると、作成された Representation ポイント
には実際の処方線量が割り当てられます（P. 167 を参照）。これらの
値は DICOM エクスポートでもエクスポートされます（P. 377 を参
照）。

その他の設定

以下の項目について、さらに設定を行うことが可能です。

• 治療計画のプロパティー。P. 161 を参照してください。

• モンテカルロアルゴリズム。P. 209 を参照してください。

警告
Heterogeneity Correction チェックボックスにチェックを入れないと、等価深度を誤る可能性が
あります。

メモリーリソースの確認

システムメモリーの空き容量を確認する方法：

ステップ

1. Functions エリアの The RTPlan オブジェクトをクリックしてハイライトします。

線量計算
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ステップ

2.

マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、Memory Information を選択し
ます。Memory ダイアログには使用可能なメモリーの詳細が表示されます。メモリー容量
の推定値は iPlan RT Dose のみが実行されている場合にのみ有効です。
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7.5.1 モンテカルロおよびペンシルビームアルゴリズムについて

概説

線量計算は、モンテカルロとペンシルビームの 2 つのアルゴリズムを切り替えて行うことができ
ます。

注記： サーキュラーアーク照射の線量計画は円形コーン線量計算アルゴリズムを基準にしてい
るため、このオプションはサーキュラーアークには使用できません。
 

アルゴリズムの比較

コンポーネン
ト

機能

ペンシルビー
ム

ペンシルビームは迅速かつ信頼性の高い線量計算アルゴリズムです。ただし、
以下の制約もあります。

• 側方向への二次電子平衡の不成立は考慮されません。これはビームは不均質
な組織を通過したり、組織表面付近に向けられた場合に相当します。

• ビーム路程の長さ補正により、ビームが体組織通過時に不均質な組織を通過
する場合にもビーム方向での正確な線量計算が保証されます。

モンテカルロ

モンテカルロ線量計算は統計学的なサンプリングを基にしており、不均質組織
領域（肺への照射など）に特に有効です。

統計的分散の平均値は RTPlan Properties ダイアログで選択できます（P.
209 を参照）。

• 求められる精度が高ければ高いほど、また、統計的分散の平均が低いほど、
計算時間は長くなります。

このため、精度と計算時間の折り合いを付ける必要があります。

警告
線量計算の結果は必ず確認してください（P. 213 および P. 219 を参照）。

モンテカルロとペンシルビームの切り替え方

ステップ

モンテカルロアルゴリズムとペンシルビームアルゴリズムの切り替えには、Toggle Monte
Carlo / Pencil Beam ボタンをクリックしてください。

線量計算
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7.5.2 モンテカルロ計算

モンテカルロ表示

オプション

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ボタンが有効（黄色）の場合、モンテカルロ線量
計算アルゴリズムがマシンプロファイルでサポートされていれば（P. 180 を参照）、
線量計算はこれを基準に行われます。

図 114 

これで、治療対象の 3D ボリューム全体に対する必要線量が計算されます。

ビームセットアップと、Dose Display ダイアログ（P. 217 を参照）で選択されている設定によ
って、この計算の完了までに要する時間が異なる場合があります。対応するプログレスバーが
Functions エリアに表示されます。

図 115 

計算が完了したら、該当する情報をスライスビューに表示できます。

モンテカルロアルゴリズム用に Dose Display ダイアログで定義されている空間分解能や平均分
散などの設定は線量スケールの上に表示されています。

3D ボリュームの計算に使用されている現在のパラメーターも表示されています。

モンテカルロ設定の調整方法

ステップ

1. RTPlan の Properties ダイアログを開きます（P. 205 を参照）。
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ステップ

2.

RTPlan の Properties ダイアログの Monte Carlo のセクションでは以下の設定が変更でき
ます。

• Spatial Resolution：3D ボリュームの計算に使用する空間分解能（線量グリッドのサ
イズ）を指定します。3D ボリューム計算の精度は定義された空間分解能によって異な
り、たとえば仮に倍率を上げても精度は上がりません。適応的線量計算は行われませ
ん。

• Mean Variance：正確で滑らかな線量分布を実現しやすくするために、ボクセル当たり
の線量値の統計的分布を制限します。

Dose Result type：

• Dose to medium：このデフォルト設定では、体組織の吸収線量を基に、実際の線量が
計算されます。

• Dose to water：このオプション設定では、水に対する吸収線量を基に、実際の線量を
計算します。

MLC Model: ここでは 2種類の MLC モデルから選択できます。

• Accuracy optimized：このオプションを選択すると、MLC は選択したマシンプロファイ
ル（P. 180 を参照）を基にし、リーフ漏れ線量を考慮しながら実際のリーフデザイン
（タングアンドグループまたはステップデザインなど）を使ってモデルを作成しま
す。

• Speed optimized：このオプションを使用すると、リーフ漏れ線量が生じないとの仮定
に基づいて、「理想的な」MLC のモデルが作成されます。このため、必要な計算時間が
短縮されます。

モンテカルロの使用に関する注記事項

モンテカルロアルゴリズム（P. 205 を参照）で線量計算を行う場合、Dose Display ダイアログ
（P. 217 を参照）で P. 217 設定が起動しているか否かにかかわらず、前記の設定に従って常に
完全な 3D 線量ボリュームが計算されます。

• Calculate 3D Dose Volume の設定をモンテカルロ線量計算と組み合わせると、両ボリューム
の空間分解能の差異により、インターポレーションの必要性が増すことがあります。

• Brainlab のモンテカルロアルゴリズムの詳細については、テクニカルリファレンスガイド、
Brainlab Physics を参照してください。

警告
モンテカルロ線量計算アルゴリズムではまた、周囲の体組織からの後方散乱も考慮されます。必
ず、患者身体の適切な領域をスキャンしてください（X-Y 方向の外輪郭、Z 方向に PTV の上下 50
mm 以上）。

警告
骨組織内の線量分布を検証する際には、Dose to water と Dose to medium の設定の差異を考慮に
入れて適切な設定を行う必要があります。

警告
モンテカルロ線量計算向けに用意されている MLC モデルの詳細が十分に設定されていない場合に
は、Accuracy optimized モデルを選択していても、デフォルトで Speed optimized モデルが用い
られることがあります。

警告
線量計算の精度は、ユーザー定義の線量グリッドの分解能に左右されます。最終的な治療計画の
承認に使用する値は可能な限り低く抑え、5 mm を超えることのないようにする必要があります。
サイズが 30 mm 未満の小さなオブジェクトの場合は 3 mm 以下の値を設定することが強く推奨さ
れます。

線量計算
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7.5.3 ペンシルビーム計算

ペンシルビーム表示

オプション

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ボタンが無効の場合は、線量計算はブレインラボ
のペンシルビーム線量アルゴリズムを基準に行われます。

図 116 

この場合、システムのデフォルト設定では、現在表示されているスライスに必要な線量しか計算
されません。この計算は比較的迅速に行われます。

3D ボリュームの線量の計算方法

3D ボリュームの線量を計算する場合、一度ボリューム全体の線量が計算され、その後スライスの
スクロール時には常にその線量が表示されます。

他にスライスごとに計算する方法があります。スライスごとに線量が計算され、スクロール時に
は最新情報の表示を待つ必要があります。

ステップ

1.

ツールバーの Dose Display ボタンをクリックして Dose Display ダイアログを開きま
す。

2.
照射対象の 3D ボリューム全体の線量を計算するには、Settings セクションの Calculate
3D Dose Volume を有効にします。この計算は完了まで数秒かかることがあります。

線量計算

線量計算中は、対応するプログレスバーが Functions エリアに表示されます。

図 117 
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計算が完了したら、該当する情報をスライスビューに表示できます。

Dose Display ダイアログ（P. 218 を参照）でペンシルビームアルゴリズム用に定義されている
空間分解能は、ミリ単位で、線量スケールの上に表示されています。

コンフォーマルアーク照射の場合、ペンシルビーム線量アルゴリズムでは、デフォルトのビーム
間隔、10°が用いられます。

線量計算
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7.6 線量分布の表示

7.6.1 線量分布の表示

概説

選択した処方に従って線量が計算されると、線量分布が表示できるようになります。

線量分布の表示方法

ステップ

Show Dose ボタンをクリックします。

注記： 表示（線量の塗りつぶしまたは等線量曲線）は Dose Display ダイアログ内の設定を基準
にしています（P. 217 を参照）。
 

2D 等線量表示

①

図 118 

線量分布表示（等線量曲線または塗りつぶし表示）は、治療計画の中で作成したビームまたはア
ークのセットアップを基準に行われます。

DoseDisplay ダイアログ（P. 217 を参照）での設定に基づき、スライスビューの右側には対応し

た線量スケール P. 217 も表示されます。

オプション

等線量を太いラインで表示するには、線量を示す数字をダブルクリックします。

等線量曲線を透明にするには、線量表示の色にダブルクリックします。等線量曲線を再表示す
るには、数字または色を再度ダブルクリックします。
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アルゴリズムの表示

選択されている線量アルゴリズムが線量スケールの上に表示されます：

• サーキュラーアーク照射を行う場合（P. 180 を参照）、サーキュラーコーンアルゴリズムが
用いられます。

• コンフォーマルアーク、コンフォーマルビームまたは IMRT 照射を行う場合は、マシンプロフ
ァイルに応じて（P. 205 を参照）、ペンシルビームとモンテカルロ線量計算アルゴリズムの
いずれかを選択できます。

• サーキュラーアーク照射の場合、線量スケールの上に表示されるビーム間隔に関する情報は
Dose Display ダイアログの設定を基準にしています（P. 217 を参照）。

警告
関心領域の周囲の線量は測定機能を使って検証してください。

線量表示の精度

線量表示の精度は、複数のパラメーターによって決まります。線量が再構成画像内に表示されて
いる場合（例：Overview タブ内）、線量はリファレンスセットのスライス間にも表示できます。
リファレンススライスが直接表示されている他のビューでは、線量はスライス面に表示されてい
ます。このために、イメージセットの同じ領域が表示されていても、再構成画像とスライスでは
線量表示が異なる場合が生じます。

線量分布の 3D 表示の方法

図 119 

3D オブジェクトの表面に線量分布を表示するには以下を行います。

ステップ

1. メインスクリーンで Overview タブまたは Irradiation Plan を開きます。

2.
3D オブジェクトビューから View Types ボタンを選択し、Objects または 3D を選択しま
す。

線量分布の表示
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7.6.2 線量のデフォルト閾値の表示

デフォルトの閾値の表示方法

ステップ

ツールバーの Threshold ボタンをクリックすると、Dose Display ダイアログ（P. 217 を参
照）で定義したデフォルトの閾値（例：PTV 被覆率を最大にするため）を表示できます。

Dose Display ダイアログ（P. 217 を参照）での設定に基づき、スライスビューの右側には対応
する線量スケールも表示されます。

注記： 選択されている線量アルゴリズム（P. 205 を参照）が線量スケールの上に表示されま
す。
 

閾値の表示

①

図 120 

デフォルトの閾値以上の線量を照射されているストラクチャーはすべて、何色を選択したかにか
かわらず、ピンクで表示されます。

一時的にデフォルトの閾値を調整したい場合は、線量スケールにマウスを置き、マウスを左クリ
ックしたまま、必要な値が設定されるまでマウス①をスケール上で上下させます。

この値よりも過少に線量が照射されるストラクチャーは、選択された、オリジナルの色で表示さ
れます。

注記： 3D ディスプレイの表示中に線量の閾値を変更すると、表面線量を検証し、線量の低下を
分析できます。
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7.6.3 フルエンス表示の切り替え

概説

線量の最適化が完了すると（P. 309 を参照）、IMRT 照射用に Toggle fluence display ボタン
が P. 261 ステップのビームズアイビューエリア（P. 261 の「IMRT ビーム」を参照）に表示さ
れます。

フルエンス表示の切り替え方法

ステップ

ビームズアイビューとフルエンスマップの切り替えには Toggle fluence display ボタンをクリ
ックします。

切り替えビュー

① ②

図 121 

No. コンポーネント

① リーフシーケンスの表示

② フルエンスマップ

フルエンスマップは、Dose Optimization ステップ（P. 307 の「IMRT の最適化」を参照）の
Functions エリアで P. 309 ドロップダウンリストから選択した最適化処理の結果に類似してい
ます。

違いは、Treatment Planning ステップでは、実際のビームレットの分布と線量の最適化処理が、
マルチリーフコリメーターで照射可能なものとして表示されるように、最適化の結果がリーフシ
ーケンス作成に送られているという点です。

線量分布の表示
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7.6.4 Dose Display ダイアログ設定の調整

概説

さまざまな表示オプションは Dose Display ダイアログ内で調整することができます。これには
配色、線量表示（相対表示または絶対表示）および線量の絶対単位（cGy または Gy）が含まれま
す。

その他にも、ペンシルビームおよびサーキュラーコーンの線量アルゴリズム向けの線量計算オプ
ションもあります。

Object Creation のステップ中には、対応する線量情報も表示できます（P. 109 を参照）。

線量分布設定の開始

ステップ

ツールバーの Dose Display ボタンをクリックして Dose Display ダイアログを開きます。

Dose Display ダイアログ

図 122 

Color Tables エリア

Color Tables エリアでは、プランニングビューでの線量表示に使用したい配色を選択します。

Isodoses エリア

コンポーネント 機能

Visible
フィールドに特定の Gy 値の閾値を定義し、対応するチェックボックスを使っ
て、これらの閾値をプランニングビューに表示させるかを決定できます。

Preset プリセット値を適用するにはこのオプションを有効にします。
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コンポーネント 機能

Save current 現在の設定をプリセット値として保存します。

Priority
選択した閾値に対して、より高い表示の優先順位を付けることができます。
これらの等線量曲線は他よりも太く表示されます。

Default
Threshold

閾値を定義できます（例：PTV の線量被覆率を最大にするため）。これをプラ
ンニング中には Threshold 機能を使ってハイライトできます（P. 215 を参
照）。

設定エリア

コンポーネント 機能

Absolute Dose
Unit：

等線量の表示単位を cGy と Gy から選択できます。

Dose Scale：
相対的（パーセント）または絶対的（cGy または Gy 値）線量表示のどち
らを使用するか選択できます。

Prescr.Percent‐
age：

計画線量の特定の Prescr. Percentage（処方線量のパーセンテージ）と
同等になるように絶対線量値（Relation for Display）を設定できます。

これは、さまざまな処方線量を持つ複数の PTV で特に必要となります。
Dose Scale が Absolute に設定されていると、処方線量のパーセンテージ
は不要になります。

Relation for
Display：

Display Mode：

線量表示のオプションを他にも選択できます。

• オプションボタン（Dose Lines、Dose Wash、Dose Lines and Wash）に
より、等線量曲線、線量の塗りつぶし表示、またはその両方の組み合わ
せのどれを使用するかを選択できます。

• 対応するチェックボックス（Thin Dose Lines と Show Dose Wash
smoothed）により、等線量曲線と線量塗りつぶしの表示方法を設定でき
ます。

Dose Calcula‐
tion：

線量表示に関連する線量計算オプションを調整できます。

• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only)を使うと、等線量表示のベー
スとなる 2D グリッドのサイズが自動調整できることから、ごく小さな
ストラクチャーでも、正確な等線量輪郭の描出が可能になります。これ
はモンテカルロアルゴリズムをベースにした線量計算には使用しませ
ん。

• Calculate 3D Dose Volume により、治療計画のボリューム全体に対する
線量の 3D 情報を一度に計算できます。このため、これ以上の計算をせ
ずに、最終的な線量分布と、それに対応した等線量曲線が表示できます
（P. 213 を参照）。治療計画を変更した場合以外には再計算は行われな
いことになります。このオプションを選択しない場合は、現在のスライ
スを表示するなど、現在要求されている線量情報のみが計算されます。
この後線量情報は必要に応じて再計算されます（例：次のスキャンスラ
イスが表示された時など）。このオプションは一度起動すると、治療計
画のプランニングの間中アクティブです。このオプションは、Object
Creation、Dose Optimization タスクについてはデフォルトで起動しま
す。

線量分布の表示
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7.7 線量体積ヒストグラム（DVH）の使用

概説

治療計画の主要目的は、正常組織に照射される線量をできる限り低く抑える一方、特定の線量を
照射する腫瘍体積の比率を高めることにあります。この比率は、最適化の程度を評価するための
優れた基準であり、必要線量を被覆する腫瘍の割合が十分に大きいポイントと軸とを垂直に結ん
だ位置における、正常組織への線量比を読むことによって、線量体積ヒストグラムディスプレイ
から直接計算することができます。

DVH の開き方

ステップ

ツールバーの Open DVH Dialog ボタンをクリックすると、線量体積ヒストグラムを示すダイア
ログが開きます。

DVH ダイアログ

これは、事前に定義した複数のオブジェクトのボリュームと線量の比率を表示します。

図 123 

軸の範囲の調整方法

ステップ

1. Y 軸と X軸の先端にある矢印にマウスを置くと、軸が赤色に変わります。

2.
そこで矢印をクリックし必要な範囲が表示されるまでドラッグします。矢印の片方をダ
ブルクリックすると、それぞれの軸が適切な範囲を自動的に表示します。
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グリッドサイズの調整

コンポーネント 機能

Grid Size
DVH で使用されるグリッドサイズは、Grid Size スピンボックスから値を選択
するか、対応するフィールドに有効な値を直接入力するかのどちらかの方法
で調整できます。

Finer for
Small Objects

Finer for Small Objects 機能を使うと、大きめのオブジェクトのグリッドサ
イズに対してはスピンボックスで設定した値が基準になります。小さなオブ
ジェクトについては、グリッドサイズは PTV や OAR 内の各方向に 10 ボクセル
以上を使って計算されます。

Recalc
このボタンを使うと、グリッドのパラメーターを変更した後に DVH の再計算
ができます。

線量表示

図 124 

対象ストラクチャーに照射される最大、最小、および平均線量が、グラフエリアの右上に表示さ
れています。

図 125 

マウスをグラフ上に動かすと、線量情報の下にテキストフィールドが新たに追加されます。選択
されているストラクチャー（P. 224 を参照）によっては、ここに表示される情報にマウス位
置、表示された線量が照射されているリファレンスストラクチャーのボリューム、適切な
conformity index（原体指数）（P. 228 を参照）に応じた線量情報が含まれます。

平均線量

線量は線量分解能によって決定されるグリッドで計算されます。平均線量は、選択されたオブジ
ェクトでのグリッドポイントの総数によって分割された選択オブジェクト内での各グリッドポイ
ントの線量の合計です。

PTV の線量関係

この値は、DVH 内での値が治療計画全体のものと異なる場合に表示されます。

エクスポート

Export to Clipboard ボタンにより、完全なヒストグラムのセットを Windows OS のクリップボー
ドにエクスポートし、その値を好みで選んだスプレッドシートにコピーできます。

• データは、2 列、または 3 列のリスト形式にフォーマットされます。列数は、正常組織のグラ
フを表示するかどうかで決まります。

• カラムはタブで区切られ、定義済みの測定単位でフォーマットされます（P. 224 を参照）。

線量体積ヒストグラム（DVH）の使用
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安全上の注意

警告
プランニングビューに表示される情報などを使って、線量計算の結果を常に検証する必要があり
ます。
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7.7.1 微分 DVH と標準 DVH

微分 DVH のディスプレイ

Display Options エリアの Differential DVH チェックボックスにチェックを入れることによ
り、微分ヒストグラムが起動し、これにより特定の線量を被曝するボリュームの程度が確認でき
ます。

図 126 

• 定義済みの刻み幅を持つグリッド上のポイントにおける線量値が計算され、1%の線量範囲で分
割されます。

• 特定の線量範囲内にあるポイント数が決まり、これらの数は、任意の対象オブジェクトの輪郭
線内にあるグリッド上のポイントの数を基準に算定された微分線量体積ヒストグラムにプロッ
トされます。

• 微分 DVH ディスプレイには conformity index（原体指数）に関する情報は表示されません。

線量体積ヒストグラム（DVH）の使用
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標準 DVH のディスプレイ

Display Options エリアの Differential DVH チェックボックスのチェックを外すと、任意の線量
以上の線量を被曝するボリュームの割合が確認できる累積ヒストグラムが表示されます。

図 127 

• この標準線量体積ヒストグラムは、微分 DVH の計測値を累積した値を示します。この累積は、
最大線量値から開始し、表示される線量グラフ端のピクセル値で終了します。

• DVH を理解する方法の 1 つとしては、対象線量におけるボリュームを、その線量の等線量線表
面が囲むボリュームとみなす方法が挙げられます。等線量ボリュームが対象オブジェクトの外
にまで及ぶ場合、等価の表面線量とオブジェクトの内側にある部分だけが表示されます。

• 標準 DVH ディスプレイには conformity index（原体指数）に関する情報が表示されます（P.
228 を参照）。
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7.7.2 その他の DVH オプション

測定単位の定義

DVH で使用されるボリュームや線量を示す測定単位は、以下に示すアイコン① + ②を使って調整

できます。

図 128 

① ②

図 129 

オブジェクトの選択

Objects リストにはすべての定義済みオブジェクトが一覧表示されており、これらにより、全オ
ブジェクトの総線量体積比、または個々のオブジェクトの個別の値が表示可能です。

図 130 

DVH のディスプレイは、ドロップダウンリストでの選択内容と、リストフィールドで選択したオ
ブジェクトによって異なります。

仮にドロップダウンリストで Target Volumes を選択した場合には、DVH には、各定義済み PTV ご
とに色分けされたグラフが表示されます。

図 131 

単一 PTV を選択した場合、100％正規化したボリュームが DVH の左下に表示されます。

線量体積ヒストグラム（DVH）の使用
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図 132 

この値は選択しているオブジェクト内のグリッドポイントを累積して算出されます。Plan
Content タブに表示される、精度の高い、輪郭ベースのボリュームとは異なることがあります。

警告
DVH の下の凡例に表示される正規化ボリュームは計算グリッドのサイズに応じて変わります。こ
の値は、オリジナルのボクセルオブジェクト用に計算されて Plan Content タブに表示されてい
るボリュームとは異なる場合があります。

正常組織のグラフ

①

図 133 

Display Options エリアで Normal Tissue Graph チェックボックスにチェックマークを入れる
と、表示線量が照射される正常組織のボリュームが青色のカーブ①で表示されます。
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インターポレーショングラフ

① ②

図 134 

No. コンポーネント

① インターポレーションのディスプレイ

② 実際値を示したディスプレイ

Interpolate Graph チェックボックスにチェックを入れるとグラフのディスプレイで補間が行わ
れます。このチェックボックスのチェックを外すと、代わりに実際値が使用されます。

線量制約値の表示

①

②

図 135 

Show Constraints チェックボックスを使用すると、定義済みの線量制約値（例：① + ②）を有

効／無効にできます。

線量体積ヒストグラム（DVH）の使用
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図 136 

グラフ上の線量制約値上にマウスを当てると、該当ストラクチャー、制約値設定、線量の割合を
示したテキストフィールドが追加表示されます。

線量制約値に関する詳細については、P. 173 を参照してください。
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7.7.3 DVH Conformity Index（原体指数）

概説

DVH ダイアログで PTV ストラクチャーを選択し（P. 224 を参照）、標準の DVH ディスプレイを選
択した（P. 222 を参照）場合、グラフにマウスを当てると conformity index（原体指数）情報
を含むテキストフィールドが表示されます。

① ②

図 137 

• conformity index（原体指数）は、正常組織を考慮に入れながら、線量分布のボリュームと、
ターゲットボリュームのサイズおよび形状の一致の精度を示します。

• RTOG conformity index（原体指数）（CI）①と Ian Paddick conformity index（原体指数）

（IPCI）②が表示されます。

注記： 治療計画の比較時（P. 238 を参照）には IPCI 情報のみが表示されます。
 

注記： PTV 全体が指定以上の線量を受けると、RTOG conformity index（原体指数）は通常の
RTOG の原体性に対応します。
 

conformity index（原体指数）の計算

DVH に表示される conformity index（原体指数）は以下のように計算されます。

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) D 以上の線量を受ける PTV のボリューム

VTOTAL(D) D 以上の線量を受ける組織全体のボリューム

VNORMAL(D) D 以上の線量を受ける PTV 以外の組織のボリューム

VPTV PTV のボリューム

• CI の値の範囲：1 ～ ∞。理想値は 1です。

• IPCI の値の範囲：0 ～ 1。理想値は 1です。値はパーセンテージで表示されます。

conformity index（原体指数）に関する詳細は、以下の文献に記載されています。

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

複数の PTV の conformity index（原体指数）

計画に複数の PTV がある場合、正常な組織全体（定義された線量を受け取る他の PTV の周囲にあ
る正常な組織を含む）を考慮して、1つの PTV の conformity index（原体指数）を計算します。

線量体積ヒストグラム（DVH）の使用
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7.8 ExacTrac Vero によるダイナミックトラッキング治
療のための治療計画

7.8.1 概要

概説

治療計画時には、危険臓器が 3D ベースの計画によって予測される線量より大幅に超える線量を
受けないように、ビームの可動域を考慮する必要があります。標的やリスク臓器の動きを予測す
るために 4D-CT データセットが使用できる場合、ターゲットが照射によって異なる振幅で異なる
中央位置の周囲で動く可能性があることを考慮しなければなりません。一般的に、「スタティッ
ク」な治療の計画と比較して、ビームは OAR からさらに遠ざける必要があります。

照射方法のダイナミックトラッキングとの適合性

現在、すべての照射方法がダイナミックトラッキングと併用できるわけではありません。
ExacTrac Vero クリニカルユーザーガイドを参照してください。

使用の可否

iPlan RT Dose 4.5 で治療計画を作成する場合、ダイナミックトラッキングフラグが有効になっ
ている治療計画のみを使用できます。このフラグが設定されていると、アクセラレーターではダ
イナミックトラッキングモード以外の治療ができなくなります。ダイナミックトラッキングフラ
グが設定されていない治療計画では、ダイナミックトラッキングモードにアクセスすることがで
きません。

iPlan RT Dose でダイナミックトラッキングを有効にする方法

ステップ

Treatment Group の Properties タブのマシンの詳細の下にある Enable Dynamic Tracking チェ
ックボックスを有効にします。
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傾き範囲インジケーター

ダイナミックトラッキングフラグを有効にすると、iPlan RT Dose のビームズアイビュー画面に
傾き範囲インジケーターが自動的に表示されます。インジケーターは点線のボックス①で示され

ます。傾き範囲インジケーターのサイズは、一番外側にある MLC リーフによって決定されます。

①

図 138 

ExacTrac Vero によるダイナミックトラッキング治療のための治療計画
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7.9 特定の MLC に対する治療計画の制約

概説

個別にお使いの放射線治療システムによっては、自動調整されたリーフ位置が計画した形状と正
確に一致しない場合があります。お使いの MLC に、リーフの入れ子ができない、ガードリーフが
ある、リーフの重なりに制限がある、スタティックリーフギャップがあるなどのハードウェア上
の制約がある場合（例：Siemens 3-D MLC や Elekta MLCi、MLCi2、Agility など）、リーフの形
状が望みどおりにならない場合があります。

ダイナミックアークと IMRT ビームのリーフシーケンスはハードウェア要件にも適合している必
要があり、予測したとおりには見えないことがあります。これらはハードウェア上の制約である
ため、リーフの自動適合機能およびリーフシーケンスアルゴリズムには、入れ子のできない
MLC、ガードリーフ、スタティックリーフギャップに対しては特別な最適化処理が含まれる（フ
ラグポール最適化を含む）ものの、克服できるものではありません。

MLC の考慮事項

このような MLC を使用して治療計画を行う場合には、以下の点を考慮してください。

• Elekta MLCi、MLCi2、または Agility を使用してマニュアルで MLC とジョーの合わせこみを実
施するには、特定のハードウェア要件（ガードリーフなど）に従う必要があります。

• Elekta MLCi、MLCi2、Agility、Siemens 社製組み込み MLC では、ジョーはすべてのビームま
たはセグメントで MLC に追従する必要があります。したがって、マニュアルでのこれらの MLC
とのジョーの合わせこみはコミッショニングテストにのみ使用することができ、臨床用の治療
計画には使用できません。

• 特定の状況では、閉じた MLC フィールドが、ダイナミックアークおよび IMRT シーケンスの一
部として自動的に作成されることがあります。ジョーはこれらのフィールドの中心に設定され
ます。これによって照射中に MLC ハードウェアおよびソフトウェアで問題が発生した場合：

- ダイナミックアークの場合、開始角度と停止角度を変更するか、閉じた MLC フィールドを
回避するためにアークを分割することによって、この状況を回避できます。

- ダイナミック IMRT の場合、リーフ速度制限のないステップアンドシュート IMRT を選択す
ることによって、この状況を回避できます。

• 許可されるジョーの最大速度は、Elekta Agility または MLCi2 を使用するダイナミックアー
クおよびダイナミック IMRT 治療では考慮されていません。テストによると、リニアック制御
装置は、ジョーの速度が超えた場合に線量率が低下します。これによって、放射線治療時間が
わずかに長くなることがあります。

• Elekta MLC と Siemens 社製組み込み MLC のステップアンドシュート IMRT を計画する場合、リ
ー フ 速 度 制 限 オ プ シ ョ ン を 使 用 す る こ と は 推 奨 さ れ ま せ ん （ こ れ は Physics
Administration / Beam Profile Editor で設定できます）。

警告
許可されるジョーの最大速度は、Elekta Agility または MLCi2 を使用するダイナミックアークお
よびダイナミック IMRT 治療では考慮されていません。これによって線量照射が不正確になるこ
とがまれにあります。定期的な品質保証テストでこれらの不正確な照射を検出できるようにして
ください。

警告
最小リーフギャップが大きい MLC では（Elekta MLCi および MLCi2 では 5 mm のギャップ）、非常
に小さいか幅の狭いターゲットを計画することはできません。MLC で要求される最小リーフギャ
ップより小さい 1 つのリーフペアで幅の狭い開口部は、リーフの自動適合機能によって閉じてい
るとみなされます。

警告
MLC のリーフとジョーの合わせこみをマニュアルで実施する場合、意図しない放射線が誤ったタ
ーゲット領域や重要な構造に当たらないようにリーフとジョーを設定する必要があります。

治療計画の作成
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特定の MLC に対する治療計画の制約
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8 治療計画の使用

8.1 関心ポイントの定義

概説

関心ポイントは以下のカテゴリーに分類することができます。

コンポーネント 機能

Normalization ポ
イント

このタイプのポイントには以下の特徴があります。

• 処方線量の設定で Point Prescription to Isocenter を選択した場合（P.
163 を参照）には、自動設定が可能

• 個別の Normalization ポイントを追加することでマニュアル設定が可能
（P. 234 を参照）

• Auto Generation 機能を使うと自動設定が可能（P. 236 を参照）

Representation
ポイント

これらのポイントも処方線量を示します。初めに Normalization ポイントを
指定していない（つまり処方の設定で Dose Volume Prescription オプショ
ンを選択した）PTV に対し、自動作成されます。

IMRT 照射については、同じ治療グループを使って複数の PTV に照射を行う
場合、1 つの PTV に対し Representation ポイントは 1 つしか作成されませ
ん。

その他の関心ポイ
ント

最小線量ポイントや治療グループの座標など、さまざまな関心ポイントを以
下のように定義できます。

• 個別の関心ポイントを追加することでマニュアル設定が可能（P. 234 を
参照）

• Auto Generation 機能を使うと自動設定が可能（P. 236 を参照）

関心ポイントの表示

関心ポイントは Functions エリアの Prescription タブに一覧表示されています。

図 139 

治療計画の使用

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 233



マニュアルポイントの定義方法

ステップ

1.
ポイントをマニュアルで定義するには、Functions エリアの Prescription タブで Add を
クリックします。Representation ポイントはマニュアルでは作成できません。

2.
マニュアルポイントが関心ポイントのリストとプランニングビューに自動的に追加され
ています。

3.
このポイントは対応するアイコンをクリックすれば編集できるようになっています。

Properties ダイアログ

図 140 

ポイント名の変更だけでなく、以下のようにさまざまな変更を加えることが可能です。

コンポーネント 機能

Custom position 特定の位置の座標が入力できます。

Retrieve posi‐
tion from

以下のポイントが定義できます。

• Coord. of Group：このオプションでは、特定の治療グループの位置に合
わせて関心ポイントが設定できます。

セグメント化した特定のオブジェクト（例：PTV）、または治療計画全体の
どちらかに対しても、以下のポイントを定義できます。

• Focus Point of：このオプションにより、選択したオブジェクトの位置に
合わせて関心ポイントは設定されます。

• Min. dose point、Med. dose point または Max. dose point： これらの
オプションでは、選択したオブジェクト用に、特定の線量ポイントを関心
ポイントととして設定します。

Update points
automatically

このチェックボックスを有効にすると、選択ポイントの位置は治療計画が変
更されると自動的に更新されます。

Update Now 選択したポイントの位置を更新するにはこのボタンをクリックします。

関心ポイントの定義

234 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



コンポーネント 機能

機能

• ポイントは特定の PTV に対する Point of Interest または Normalization
Point としてさらに定義することができます。

• Normalization Point を選択した場合、その治療計画は線量体積処方
（dose-volume 処方）ではなくポイント（線量）処方方式が用いられます
（P. 165 を参照）。

関心ポイントのプロパティーの変更方法

選択している関心ポイントのプロパティーを表示するには、対応するアイコンをクリックしま
す。

関心ポイントの Properties ダイアログにある設定オプションは、選択した関心ポイントのタイ
プによって異なります。

関心ポイント オプション

Representation ポイン
ト

名前のみが編集できます。Representation ポイントは処方線量を示
し、Normalization ポイントを持たない PTV（線量体積処方の場合な
ど）に対し、ソフトウェアで自動定義されます。

その他すべてのポイン
ト

ユーザー定義の位置（Custom position）や特定のポイントを基準に
した位置（Retrieve position from を使用）など、さまざまな変更が
可能です。

ポイントの Function は以下のいずれかとして、PTV に対してさらに定
義できます（P. 234 を参照）。

• Point of Interest または

• Normalization Point
注記： Normalization Point を選択した場合、その治療計画では線量
体積処方（dose-volume 処方）ではなくポイント（線量）処方方式が
用いられます（P. 165 を参照）。
 

関心ポイントに関する詳細については、P. 233 を参照してください。

治療計画の使用
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ポイントの自動作成の方法

Prescription タブで Auto Generation をクリックします。Generate ダイアログが表示されま
す。

図 141 

コンポーネント 機能

Select Points of
Interest

以下のチェックボックスから、作成するポイントのタイプを選択します。

• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points、Med. Dose Points、または Max. Dose Points

Update position
automatically

このチェックボックスが選択されていると、選択ポイントの位置は治療計
画が変更されると自動的に更新されます。

Generate Normal‐
ization Points

• ここでは、関心ポイントチェックボックスで定義したタイプのポイント
に対して Normalization ポイントが作成できます。

• Normalization ポイントが作成された場合、その治療計画は線量体積処
方（dose-volume 処方）ではなくポイント（線量）処方方式が用いられ
ます（P. 165 を参照）。

プランニングビューにおけるマニュアルポイント

① ②

図 142 

関心ポイントの定義
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No. コンポーネント

① マニュアルポイントの定義：イニシャルポイント

② マニュアルポイントの定義：min. dose point として設定されているマニュアルポイン
ト

最小線量ポイントや最大線量ポイントなどの特定のオブジェクトに対して自動作成された関心ポ
イントの正確な位置は、このオブジェクトに使用する線量計算グリッドのサイズに応じて変わり
ます。各方向に最低数のグリッドポイントを確保するために、グリッドサイズは各オブジェクト
に対して個別に調整されます。小さい臓器に対して自動作成された位置のほうが、大きい臓器に
対して作成した位置よりも正確になるのはこのためです。

治療計画の使用
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8.2 治療計画の比較

概説

以下の比較を行うことができます。

• 現在開いている治療計画について、モンテカルロアルゴリズムを使った線量計算と、ペンシル
ビームアルゴリズムを使った線量計算の比較

• 異なる 2つの治療計画の比較

治療計画比較の開始方法

ステップ

1.

Plan Comparison ボタンをクリックします。

2.

• 2 つの異なる治療計画を比較するには Load plan をクリックします。

• 現在選択中の治療計画に対する 2種類の異なる線量計算を比較するには、Monte Carlo
をクリックします。

治療計画の比較

238 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



8.2.1 線量計算の比較

概要

図 143 

現在開いている治療計画に対するモンテカルロ線量計算とペンシルビーム線量計算とを比較する
場合（P. 238 を参照）、比較画面には上図のようなタブができます。

Dual Reconst タブ

図 144 

このタブには、左側にモンテカルロ、右側にペンシルビームの線量計算の結果を表示したアキシ
ャル、コロナル、サジタルビューが含まれます。

主なツールバー機能（左側のビューにある、モンテカルロ計算のアクティブ／非アクティブを切
り替える Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ボタンを含む）はタブの右側にあります。

Spy Glass タブ

図 145 

Spy Glass を使用すると、モンテカルロ線量計算（スパイグラスのフレーム外に表示）を直接ペ
ンシルビーム線量計算と比較することができます。

線量スケール情報（P. 213 も参照）はビューの右下に表示されています。モンテカルロとペンシ
ルビームそれぞれの対応する値も、スパイグラスを使って比較することができます。

主なツールバー機能（左側のビューにある、モンテカルロ計算のアクティブ／非アクティブを切
り替える Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ボタンを含む）は Spy Glass タブの右側にありま
す。

治療計画の使用
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DVH タブ

図 146 

このタブでは、モンテカルロアルゴリズムを基に計算された DVH が、ペンシルビームアルゴリズ
ムを使って計算された DVH と比較されています。

• DVH をクリックすると、モンテカルロとペンシルビームの表示を切り替えることができます。

• アクティブなアルゴリズムは DVH の下に表示されています。

• アクティブなアルゴリズムは DVH 上で実線として表示されます。非アクティブなアルゴリズム
が点線で表示されます。

Plan Content タブ

ダイアログを終了せずにこの情報にアクセスできるよう、治療計画の詳細がツリー構造で表示さ
れています。

治療計画の比較
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8.2.2 2 つの治療計画の比較

概要

現在の治療計画を別の治療計画と比較する場合（P. 238）、治療計画の選択用ダイアログが表示
されます。

Plans ダイアログ

図 147 

Plans ダイアログでは、現在開いている治療計画と比較する対象の治療計画を選択します。

注記： 選択した治療計画によっては、2 つの治療計画間の差異を示すさまざまな警告メッセージ
が表示されるようになります。必ず、次に進む前にこれらのメッセージをよく読んでください。
 

比較ビュー

図 148 

選択した治療計画を読み込むと、上記のタブを持つ独立した比較ダイアログが開きます。

Dual Reconst タブ

図 149 

治療計画の使用
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このタブには、左に現在の治療計画、右に 2 つ目の計画を示した、アキシャル、コロナル、サジ
タルビューが表示されます。

主なツールバー機能（モンテカルロ計算を有効にする Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ボタ
ンを含む）はタブの右側にあります。

Spy Glass タブ

図 150 

Spy Glass を使用すると、比較用に選択した治療計画（スパイグラスのフレーム内に表示）を直
接、現在の治療計画と比較することができます。

主なツールバー機能（モンテカルロ計算を有効にする Toggle Monte Carlo / Pencil Beam ボタ
ンを含む）は Spy Glass タブの右側にあります。

DVH タブ

図 151 

ここでは、現在選択中の治療計画向けに計算された DVH を、2 つ目の治療計画向けに計算した
DVH と比較します。

• DVH 上をクリックすることにより、現在の計画と、もう 1 つの計画の間でアクティブなディス
プレイを切り替えることができます。

• アクティブな計画は DVH の右上に表示されます。

治療計画の比較
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• アクティブな計画は DVH 上で実線として表示されます。非アクティブな計画は点線で表示され
ます。

Plan Content タブ

図 152 

各計画の内容が比較しやすいようにツリー構造で表示されます。

治療計画の使用
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8.3 プランニングビューのオプション

8.3.1 ビューモードの切り替え

概説

Toggle view mode ボタンにより、ディスプレイ用にビュー方向とオブジェクトを選択することが
できます。

ビューオプションの切り替え：コリジョンマップ

図 153 

ビューオプションの切り替え：ビームズアイビュー

図 154 

使用可能なオプション

Toggle view mode ボタンはコリジョンマップビューとビームズアイビューにあります。使用可能
なオプションは以下のとおり、ビューによって異なります。

プランニングビューのオプション
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コンポーネント 機能

コリジョンマップ
ビュー

Front view （OARs only）：OAR のみを含む Anterior-Posterior 方向ビ
ュー

Cranial view （OARs only）：OAR のみを含む Head-Foot 方向ビュー

Front view （All structures）：セグメント化されたすべてのオブジェ
クトを含む Anterior-Posterior 方向ビュー

Cranial view （All structures）：セグメント化されたすべてのオブジ
ェクトを含む Head-Foot 方向ビュー

Machine View：リニアック室のビューを表示

ビームズアイビュ
ー

3D Objects：使用可能なセグメントオブジェクトの 3D 表示上にコリメー
タビューが重ねて表示されます。

DRRs：コリメータビューが、対応する DRR に重ねて表示されます。

Object Contours：使用可能なセグメントオブジェクトの輪郭表示上にコ
リメータビューが重ねて表示されます。

治療計画の使用
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8.3.2 Depth ビュー

概説

View Options ボタンは使用可能な方向オプションを表示します（P. 485 を参照）。線量プラン
ニングビューでは、このボタンから、さらに 2 つのプランニングビュー、Depth ビューと Field
ビューを開くことができます。

Depth ビューの起動

Depth ビューを選択すると、再構成画像には、現在選択されているビームまたはアークの、体組
織を通過するビーム経路（中心軸）が、患者の皮膚表面を始点、選択している治療グループのア
イソセンター座標の位置を終点として表示されます。

ビューオプション：Depth ビュー

ビーム経路はどの方向でも起点にできるため、ビュー方向は現在のスライスのビュー方向に対し
て必ずしも垂直に表示されるわけではありません。そのような場合には、ビューの右上に表示さ
れるビュー方向は Oblique と表示されます。

① ②

図 155 

No. コンポーネント

① Depth ビュー：ビーム

② Depth ビュー：アーク

概説

各ビューの上部では、以下の情報が黄色で表示されています。

• 照射エレメントの名称

• テーブル角度

• コリメータ角度（MLC 照射の場合のみ）

• モニターユニット

• ガントリー角度（コンフォーマルビームおよび IMRT ビームの場合のみ）

• すべてのアークに対する平均皮膚表面標的間距離と平均皮膚表面標的間距離の水等価深（アー
ク照射の場合のみ）

ビューにはまた、不均質性の補正機能が有効か否かも示されます（P. 103 を参照）。

プランニングビューのオプション
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ビーム情報の表示

測定距離（ビーム経路）は、皮膚表面の白い点を始点、アイソセンターにおける緑色の垂直線を
終点とする、黄色の線で表示されます。

• 緑色の線は照射野の延長線を示します。

• 黄色の実線はビームの入射経路を示します。

• 黄色の点線はビームの出射経路を示します。

• アーク照射においては、アーク全体について、距離の測定値が 10°刻みで等分に表示されま
す。ビーム経路を示すすべての線については、ビームの、患者の皮膚との交点は白い点で示さ
れます。

特定の距離情報

現在のビームやアークの皮膚表面からアイソセンターまでの絶対距離と、等価深度はビーム経路
の横に表示されています（単位：ミリ）。

等価深度の値には、中央ビーム軸に沿った体組織密度の偏差が考慮されています。このため、こ
の情報を線量のアルゴリズムの深度計算や不均質性補正の結果を確認するために使用できます。

警告
Heterogeneity Correction チェックボックスにチェックを入れないと、等価深度を誤る可能性が
あります。このため、アーク面／深度投影ビューにおいて等価深度と体組織への入射ポイントを
検証して、皮膚表面が正しく検出されており、CT 画像セットにビーム／アークの入射ポイントが
適切に含まれていることを確認する必要があります。

警告
アーク面／深度投影ビューにおいて、必ず各ビームやアークの等価深度と体組織への入射ポイン
トを慎重に検証する必要があります。ビームやアークの定義後に他のソフトウェアアプリケーシ
ョン（iPlan RT Image など）を使って治療計画が変更されると、ローカライゼーションやイメー
ジフュージョンの変更に伴い、組織モデル（P. 73 を参照）もリファレンスの CT 画像に対してシ
フトされている可能性があるため、これは特に重要です。

アークのシミュレーション

アーク照射では、Field ビューの下部にコントロールパネル（P. 269 を参照）が表示されま
す。

• このコントロールパネルにより、各個別のアークのビーム経路を 10°刻みに表示できます。

• 現在のガントリー角度がコントロールパネルの上に黄色で表示されています。

• コリジョンマップの右下にあるテーブル／ガントリーのアイコンも、モーションシーケンスに
おけるガントリーとテーブルの位置を示します。

同じコントロールパネルがビームズアイビューの下部にも表示されます（P. 256 を参照）。
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8.3.3 Field ビュー

概説

View Options ボタンは使用可能な方向オプションを表示します（P. 485 を参照）。線量プラン
ニングビューでは、このボタンから、さらに 2 つのプランニングビュー、Depth ビューと Field
ビューを開くことができます。

Field ビューの起動

Field ビューを選択すると、現在のスライスのビームズアイビューが PTV 上に投影されます。

ビューオプション：Field ビュー

ビーム経路はどの方向でも起点にできるため、ビュー方向は現在のスライスのビュー方向に対し
て必ずしも垂直に表示されるわけではありません。そのような場合には、ビューの右上に表示さ
れるビュー方向は Oblique と表示されます。

① ②
図 156 

No. コンポーネント

① Field ビュー：ビーム

② Field ビュー：アーク

各ビューの上部では、以下の情報が黄色で表示されています。

• 照射エレメントの名称

• モニターユニット

• ガントリー角度

• テーブル角度

• コリメータ角度（MLC 照射の場合のみ）

• コーン直径の公称値（サーキュラーアーク照射）

ビューにはまた、不均質性の補正機能が有効か否かも示されます（P. 103 を参照）。

照射野表示

• 現在のビームやアークに対して定義されている照射野は緑色で輪郭表示されています。

• プライマリージョーは青色の枠で表示されます。

• 選択されている治療グループのアイソセンター座標位置は緑色の十字線で表示されます。

プランニングビューのオプション
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• セグメント化されたオブジェクトは輪郭表示されます。

アークのシミュレーション

アーク照射では、Depth ビューの下部にコントロールパネル（P. 269 を参照）が表示されま
す。

• このコントロールパネルにより、各個別のアークのビーム経路を 10°刻みに表示できます。

• 同じコントロールパネルがビームズアイビューの下部にも表示されます（P. 256 を参照）。

• 現在のガントリー角度がコントロールパネルの上に黄色で表示されています。

• コリジョンマップの右下にあるテーブル／ガントリーのアイコンも、モーションシーケンスに
おけるガントリーとテーブルの位置を示します。
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8.4 治療エレメントの配置

8.4.1 ビーム／アークのディスプレイ

概説

3D の全体像が Overview タブの左上と Irradiation Plan タブの左下に表示されています。これら
のビューでは、ビュー方向の定義（P. 485 を参照）や、全般的に表示したい情報の種類の定義
（P. 486 を参照）だけではなく、ビームやアークの表示のための特定の設定を行うこともでき
ます。

3D ビューでは、治療中に回避しなければならないオブジェクトがビームやアークの経路上にない
かを確認できます。

• 表示されるビームやアークは、Arc/Beam メニューで何を選択したかに応じて異なります。現
在選択されている治療エレメントが緑色で表示されています。

• アークやビームの選択は、3D ビュー内で該当エレメントにクリックするか、Functions エリア
のリストから選択するかしてください。

• 1 つのエレメントに対して角度の値を表示するには、3D ビュー内の該当エレメント上にマウス
を当てます。

• テーブル角度やガントリー角度など、選択したエレメントに対応する値もまた、Functions エ
リアに表示されます。

ビーム／アーク設定の起動

Arc/Beam display ボタンにより、ビームやアークの表示に使用可能なオプションを示すメニュー
が開きます。

ビーム／アーク設定の定義

図 157 

• All Beams/Arcs：現在の治療計画用に定義されているすべてのビームやアークが表示されま
す。

• Beams/Arcs of Group：現在の治療グループ用に定義されているすべてのビームやアークが表
示されます。

• Selected Beam/Arc：Functions エリアで選択されている現在のビームやアークのみが表示さ
れます。

• No Beams/Arcs：ビームやアークはまったく表示されません。

上位 3つのディスプレイには Thin バージョンがあります。

治療エレメントの配置
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ビームおよびアークの位置決め方法

治療グループの位置を決めるには Functions エリアの Position 機能（P. 189 を参照）が使用で
きます。個々のビームやアークの位置は、以下のように 3D ビュー内で変更できます。

①

②

③

①

図 158 

ステップ

1. Functions エリアのリストから該当するビームやアークを選択します。

2.
該当するビームやアークエレメントの全体像が見えるように、ビューを縮小表示しま
す。

3.
選択したビームの端に円①が表示されます。マウスを使って円をクリック＆ドラッグし

て目的位置まで移動させ、テーブル角およびガントリー角を調整します。

4.
アークの場合は、選択したアークの開始ポイントと停止ポイントはそれぞれ、円②で示

されています。テーブル角は四角③で表示されます。

5.
マウスをクリック＆ドラッグして円や四角を目的位置まで移動させます。対応するテー
ブルやガントリーの値が Functions エリアで自動更新されます。
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8.4.2 スライスビュー

概説

線量分布はスライスビュー内に表示できます（P. 476 を参照）。

スライスビュー

図 159 

線量表示

線量分布は、P. 213 に記載されているような機能を使ってスライスビュー内に表示できます。

治療グループの表示

エレメント 解説

緑色の十字線 選択した治療グループのアイソセンター座標

青色の十字線 スライスビュー内の他の治療グループのアイソセンター座標

点線の円
位置決めモード（Functions エリアで Position を選択）での、予測
されるサーキュラーアーク治療グループの半影

治療エレメントの配置
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8.4.3 コリジョンマップ

概説

Irradiation Plan および Arc BEVs プランニングタブで表示されるコリジョンマップには、扁球
表面に投影された、セグメントオブジェクトの 2D ビューが表示されます。

Arc BEVs プランニングタブは、治療計画にアーク治療グループが含まれる場合にのみ表示されま
す。

コリジョンマップ：アーク照射

図 160 

コリジョンマップ：ビーム照射

①
②

③④

⑤

⑥

図 161 
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No. コンポーネント

① 現在選択している治療グループのアイソセンター座標は、扁球の中央に配置されます。

②
現在選択されている治療グループに属すビームやアークも、治療グループの視点から表
示されます。ビームの中心軸が計画オブジェクトを通過する正確なポイントも表示され
ます。

③ コリジョンマップの右下にあるテーブル／ガントリーのアイコンは、現在の照射野に対
するガントリーとテーブルの位置を示します。

④ コリジョンマップの左下にある患者アイコンは患者の向きを示します。

⑤
計画したオブジェクトは、アイソセンターから見て扁球の内側表面に投影されます。選
択されている治療グループと同じ座標を持つ、治療グループに属す治療エレメントはグ
レーで表示されます。

⑥
すべての危険臓器は、1 回目は入射角（ビームやアークがアイソセンターに達する前に
臓器に当たる際の角度）、もう 1 回は出射角（ビームやアークがアイソセンターに当た
った後に臓器に達する際の角度）で、2回投影されます。

警告
2 つの異なる投影技術を組み合わせているため、コリジョンマップに表示される MLC の形状は危
険臓器に関しては正確ではありません。ビームやアークを調整後、Field ビューで危険臓器との
関係を検証する必要があります（P. 248 を参照）。

ガントリーとテーブルの角度：ビーム

図 162 

選択したビームエレメントやビーム治療グループの位置は、マウスを使って自由に調整すること
ができます。

ガントリーとテーブルの角度：アーク

②

①

③

図 163 

選択したアークエレメントやアーク治療グループの位置も、マウスを使って調整することができ
ます。

• アーク①の赤いポイントを動かすとアークの終点（ガントリーの停止位置）を調整できます。

• アーク②の中心ポイントを水平軸に沿って動かすとテーブル角度が変更されます。

• アーク③上の、丸い緑色のポイントを動かすとアークの始点（ガントリーの開始位置）を調整

できます。

選択したポイントの名前にマウスを当てると、該当する角度データが表示されます。

治療エレメントの配置
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安全上の注意

警告
コリジョンマップ内のアーク表示ではアーク照射野のサイズは表示されず、照射野の中心のみが
表示されます。このため、ビーム経路内の危険臓器の有無を確認する目的でコリジョンマップを
使用してはなりません。

警告
コリジョンマップは、リニアックのガントリーと治療テーブルの衝突の可能性を示すわけではあ
りません。治療前に、選択したガントリーおよびテーブルの角度により患者がけがをしないよう
に、または治療システムなどの機器が損傷せずに治療に使用できることを、治療室内で十分に確
認してください。
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8.5 ビームズアイビュー

概説

Irradiation Plan および Arc BEVs プランニングタブに表示されているビームズアイビューは、
PTV に対して計画されている照射野を示します。

• 照射野に対して現在計画されている形状は緑色の枠で囲まれて表示されます。

• PTV を含むすべてのセグメントオブジェクトは 3D で表示されています。

• 現在のアイソセンター位置はビューの中心に配置され、青色の目盛線の交点がこれを示しま
す。

ビームズアイビューに含まれる正確な情報は、選択しているタブページと、治療グループのタイ
プによって異なります。

• P. 258

• P. 260

• P. 261

• P. 262

ビームズアイビュー：Irradiation Plan タブ

① ②
図 164 

No. コンポーネント

① MLC ビーム

② サーキュラーアーク

Irradiation Plan のビームズアイビューは、1 つのガントリー角度に対する現在の照射野を示し
ます。

ビームズアイビュー
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ビームズアイビュー：Arc BEVs タブ

① ②
図 165 

No. コンポーネント

① 標準の検証用 BEV

② 機能的 BEV

Arc BEVs プランニングタブはアーク照射の場合のみに表示されます。

このタブページに表示される 8 枚のビームズアイビューにはそれぞれ、10°刻みで異なるアーク
が表示されます。このため、これらのビームズアイビューでは、アーク範囲 70°に対する照射野
の形状（緑色の枠で囲まれている）の検証が可能になります。

プライマリージョーは青色の枠で表示されます。

治療計画の使用
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8.5.1 コンフォーマルアーク

概説

スタティックとダイナミックの両方のコンフォーマルアーク照射が可能です。

どちらの場合にも、照射野はマルチリーフコリメーターによって PTV の形に合わせて整形できる
ため、腫瘍への線量照射を最大にすると同時に、周辺組織を適切に保護できます。

スタティックコンフォーマルアーク

図 166 

スタティックコンフォーマルアーク照射では、照射野は 1 つのアークに対して MLC 形状を最適化
します。すなわち、平均化された MLC 形状をすべてのビーム角度に対して使用します。

注記： スタティックコンフォーマルアークの場合、個別の照射野に対して許容するオーバーラ
ップの割合を設定できます。このオーバーラップが、平均 MLC 照射野の形状に影響を及ぼします
（P. 189 を参照）。
 

ダイナミックコンフォーマルアーク

図 167 

ダイナミックコンフォーマルアーク照射では、ガントリーの回転中、照射野は 10°刻みで実際の
PTV の形状に合わせて整形されます。

ビームズアイビュー
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このため、PTV へのカバレッジを最大限保証するとともに、周辺組織や、定義されたリスク臓器
への照射を最小限に抑えることができます。

この照射法を実施するには、マルチリーフコリメーターとリニアックの両方の制御装置が接続さ
れている必要があります。このため、この技法はブレインラボのノバリス　医用リニアアクセラ
レータなど、特定のリニアックでしか適用できません。

治療計画の使用
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8.5.2 コンフォーマルビーム

概説

コンフォーマルビーム照射では、複数の固定ビームを使用しますが、これらはマルチリーフコリ
メーターにより PTV の形状に合わせて調整されます。

コンフォーマルビーム

図 168 

こうすることにより、腫瘍への線量照射を最大にできると同時に、設定したリスク臓器を適切に
保護することができます。

ビームズアイビュー
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8.5.3 IMRT ビーム

概説

マルチリーフコリメーターを使った標準的な IMRT 照射の場合、ビームズアイビューはコンフォ
ーマルビームのビームズアイビューと似ています。

ただし、選択されているリニアックが十分に大きな照射範囲に対応していない場合は、IMRT 照射
野は最大 5つにまでスプリットされます。

IMRT ビーム

① ②

図 169 

No. コンポーネント 機能

① 最適化処理前の IMRT
照射野

照射野を変更するためのボタン（P. 263 を参照）

② 最適化処理後の IMRT
照射野

Toggle Fluence Display は常に表示されています（P. 216 を参
照）。

ビューの下部にあるコントロールパネルを使用して、選択されて
いる IMRT の最適化結果に応じたリーフシーケンスのシミュレー
ションを行うことができます（P. 270 を参照）。

コントロールパネルの横に表示されている数字は、IMRT の最適化
処理で照射野をスプリットした場合に、各スプリット照射野の切
り替えに使用できます。

治療計画の使用
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8.5.4 サーキュラーアーク

概説

サーキュラーアーク照射では、照射野は緑色の円で表示され、特定の照射用コーンの直径値も合
わせて示されます。照射用コーンの直径は Physics Administration を使って決定します
（Physics Administration 4.5 ソフトウェアユーザーガイドを参照）。

サーキュラーアーク

図 170 

Superimp. field for isoc.は、MU の重み付けを行ったコーン直径の平均値です。この値は治療
グループの位置決めに使用します（P. 189 を参照）。

警告
正しく、目的とする円錐コリメータがリニアックに装着されていることを、すべての照射野につ
いて検証してください。

ビームズアイビュー
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8.5.5 照射野の調整

重要事項

MLC 照射の治療計画を立てている場合は、X／Y 方向において実際のリーフ位置と、ソフトウェア
に表示されている照射野では誤差がある可能性があることに留意してください。これは、使用し
ているマルチリーフコリメーターのデザイン（リーフの形状、タングアンドグルーブのサイズ）
によるものです。このシフトを補間するためには、Physics Administration でタングアンドグル
ーブのサイズに加え、リーフのシフトを定義することもできます（Physics Administration 4.5
ソフトウェアユーザーガイドを参照）。

計画形状の描画方法

マルチリーフコリメーターの照射野は拡大できます。例）PTV とリーフの間隔が開きすぎている
場合

ステップ

1.

show/draw planning shape ボタンをクリックします。マウスが円で表示されます。

2.

ビューの右上にある青色のスライダーバーを使って、円の直径を調整します。

3.

マウスを使って、ビュー内で、周囲にリーフを自動配置させたい領域の輪郭を描きま
す。

4. リーフは描画した領域に合わせて自動調整されます。

5.
Show Dose 機能が有効になっていると（P. 213 を参照）、計画形状を描画すると線量分
布が自動更新されます。

6.
サーキュラーアーク照射については、照射野をマニュアルで変更することはできませ
ん。この場合、show/draw planning shape ボタンは計画形状を表示するためにのみ、使
用可能です。
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人工オブジェクトの使用方法

Functions エリアの Prescription タブには特殊なブラシ機能がありますが、この機能により特定
のストラクチャーを一時的にハイライトし、それをリーフ位置の調整時に視覚的な補助として使
用できます。この機能はホットスポットの修正などに有効です。

ステップ

1.

機能を有効にするには Draw Obj.をクリックします。

2. Brush Size スライダーバーでブラシサイズを設定します。

3.

適切なスライスビューにおいて、マウスで該当領域に印を付けて必要な人工オブジェク
トを作成します（青い円として表示）。

4.

Functions エリアの Prescription タブに表示された Show Obj.ボタンをクリックしま
す。

5.

人工オブジェクトはビームズアイビュー内の該当位置に表示され、ここでリーフ位置を
マニュアルで調整する際のガイドとして使用できます。

ビームズアイビュー
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リーフ位置およびジョー位置をマニュアルで変更する方法

ステップ

リーフ位置をマニュアルで調整するには show/change leaves and jaw positions をクリックし
ます。

現在の治療エレメントのプロパティーで Manual が選択されている場合（P. 200 を参照）、放射
線漏れを低減するために、ジョーの位置を照射野に合わせてマニュアル調整することもできま
す。

図 171 

各リーフは一枚一枚が緑色の帯として表示されます。

ステップ

リーフの位置を調整するには、マウスで外側の輪郭をドラッグします。

マウスをリーフ上に当てると、該当するリーフバンク、リーフ番号およびリーフの、コリメータ
の中心軸からの距離が表示されます。

注記： 選択されている MLC に応じて、各リーフの厚さが異なることがあります。
 

注記： リーフ動作を制限してリーフシーケンス制御を行う必要があるため、ダイナミックコン
フォーマルアークの場合はリーフ位置をマニュアルで変更することはできません。
 

図 172 

各ジョーはグレーで表示されます。

ステップ

ジョーの位置を調整するには、マウスで外側の輪郭をドラッグします。

マウスをジョーの端に当てると、該当ジョーの名称（Y1、Y2、X1、X2）と、コリメータの中心軸
からジョーまでの距離が表示されます。

安全上の注意

警告
ビームズアイビューにて、ジョー設定を確認し、PTV にジョーが重ならず、危険臓器が適切に保
護されることを確認してください。
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警告
ジョーが重なっていると通常、PTV の被覆率が不十分な結果に終わります。このため、IMRS のプ
ロセスを開始する前にジョーの設定を確認する必要があります。

リーフの値の入力方法

ステップ

enter leaf positions numerically ボタンをクリックすると、Adjust ダイアログで各リーフの
値を入力することができます。

.

図 173 

Adjust ダイアログでは、すべてのリーフバンク対して 1つずつカラムが用意されています。

コリメータの中心軸からの距離（単位：mm）を示したエントリーフィールドが、該当リーフバン
クの各リーフに対して表示されています。

ステップ

1.
リーフの値は、フィールドに値を直接入力することにより、またはフィールドビューに
てマウスでリーフの外輪郭をドラッグすることにより変更できます。

2.

キーボード上のタブキーを使えば、1つのフィールドから次へと移動することができま
す。ショートカットの Ctrl+Tab により、現在選択されているフィールドの値を次のフィ
ールドにコピーできます。Ctrl + 左クリックの組み合わせにより、現在のテキストフィ
ールドの値を、マウスでクリックしたフィールド内にコピーできます。

3.

現在非表示のリーフ値を表示するには、画面上の矢印ボタンでスクロールしてくださ
い。

ビームズアイビュー
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ステップ

4. OK をクリックして設定を確定します。

治療計画の使用

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 267



8.5.6 照射野のリセット

オートリセット

マニュアルで調整したリーフ位置や照射野は、以下の場合に自動的にリセットされます。

• 定位コンフォーマルビームや定位コンフォーマルアークのテーブル、ガントリー（定義済みア
ークの開始角度および停止角度）、またはコリメータの角度が変わった場合

• ダイナミックコンフォーマルアーク用のテーブル角度やコリメータ角度が変わった場合

照射野の形状やリーフが自動的にリセットされないようにするには、ロック機能とフリーズ機能
を使用します（P. 203 を参照）。

計画形状をマニュアルでリセットする方法

ステップ

マニュアルでのリーフ調整をリセットするには、reset manual changes to shape ボタンをクリ
ックします。リーフは、ソフトウェアで規定された自動適合位置にリセットされます。

警告
照射野またはリーフをマニュアルで調整した後に別のオブジェクトを PTV として選択した場合に
は、reset manual changes to shape ボタンをクリックしてリーフを自動適合位置に戻す必要が
あります。

ビームズアイビュー
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8.5.7 アークのシミュレーション

概説

アーク照射の場合の Depth ビュー（P. 246 を参照）、フィールドビュー（P. 248 を参照）、お
よびビームズアイビュー（P. 256 を参照）にはコントロールパネルがあり、これを使用すること
によりガントリーの開始位置から停止位置まで、アーク動作のシミュレーションを 10°刻みで行
えます。

最適化済み IMRT 照射では、コントロールパネルはビームズアイビューにも表示され、ここでは
選択した IMRT の最適化結果に準拠したリーフシーケンス制御のシミュレーションを可能にしま
す。

注記： 治療フィールドセットアップが非常に複雑な場合には、迅速にビューが更新できないこ
とから、すべての角度における画像を表示できない場合もあります。
 

コントロールパネル

図 174 

現在のガントリー角度がコントロールパネルの上に黄色で表示されています。

コリジョンマップの右下にあるテーブル／ガントリーのアイコンも、モーションシーケンスにお
けるガントリーとテーブルの位置を示します。

Arc BEVs タブ

このタブページに表示される 8 枚のビームズアイビューにはそれぞれ、10°刻みで異なるアーク
が表示されます。このため、これらのビームズアイビューでは、アーク範囲 70°に対する照射野
の形状（緑色の枠で囲まれている）の検証が可能になります。

図 175 

アークは 70°以上になると、アークの最後の 10°が表示されるまで、10°刻みで次々とアーク
が自動表示されます。
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アークのシミュレーションの実施方法

コントロールパネルを以下のとおりに使用して、さまざまな照射野とガントリー位置を検証しま
す。

ステップ

1.
ガントリーの開始位置または停止位置に移動するには、左右端にあるボタンをクリック
します。

2.
10°刻みでアークを前後に移動するには再生ボタンの左右にあるボタンをクリックしま
す。

3. アーク全体のモーションシーケンスを開始するには再生ボタンをクリックします。

4. モーションシーケンスを停止するには停止ボタンをクリックします。

5. アーク上の特定の位置に移動するにはスライダーを使用します。

IMRT ビームのシミュレーションの実施方法

治療計画で IMRT ビームエレメントを定義し、IMRT の最適化を実施した場合（P. 309 を参
照）、ビームズアイビュー（P. 256 を参照）でも、Functions エリアで IMRT ビームがハイライ
トされている間はコントロールパネルが表示されます。

この場合、選択された IMRT の最適化結果に準拠したリーフシーケンス制御のシミュレーション
を行うためにコントロールパネルを使用できます。

図 176 

コントロールパネルを以下のように使用してリーフシーケンス制御を検証してください。

ステップ

1.
リーフシーケンスの開始ポイントまたは停止ポイントまで移動するには左右端にあるボ
タンをクリックします。

2.
ステップごとにリーフシーケンスを前後に移動するには再生ボタンの左右にあるボタン
をクリックします。

3. リーフシーケンスのシミュレーションを開始するには再生ボタンをクリックします。

4. シミュレーションを停止するには停止ボタンをクリックします。

5. リーフシーケンス内の特定のステップに移動するにはスライダーを使用します。

ビームズアイビュー
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リーフシーケンスのシミュレーション中には、コントロールパネルの上に、各リーフ位置に照射
される分割線量と MU 値が黄色で表示されます。リーフ位置の総数もまた表示されます。

追加検証

Full Screen 機能でビームズアイビューを最大化し、照射野やガントリー位置またはリーフシー
ケンスを確認した上で、ツールバー機能またはマウスホイールのどちらかを使ってアークまたは
リーフシーケンスをスクロールすることも有効です。
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8.6 線量オブジェクトの作成

概説

線量分布の計画が完了したら、線量オブジェクトを作成できます。

これは等線量曲線を基に作成するオブジェクトです。これは、ボリューム解析や、線量の 3D デ
ィスプレイなどに使用できます。

線量オブジェクトの作成方法

ステップ

1.

線量オブジェクトは以下のような方法で作成できます。

• Treatment Planning ステップでは Functions エリア内で治療計画を選択し、マウスを
右クリックします。コンテキストメニューで Create Dose Object をクリックするか、

• Object Creation ステップでは Functions エリアの Create Dose Object...をクリック
します。線量分布はあらかじめ計画している必要があります。

• Physician’s Review ステップでは Functions エリアの Create Dose Object...をクリ
ックします。

2.

以下のような Dose Thresholding ダイアログが表示されます。

①

3.

以下のいずれかの操作を行います。

• Use Dose Threshold でオブジェクト内に含める最低線量のパーセンテージを設定

• Use Dose Values between フィールドに、含めたい線量の範囲を設定

線量スケール①上でマウスを動かすことによってもこれらの値を設定することができま

す。白のバウンディングボックスが表示されます。

• 線量の範囲を設定する際には、ボックスを上端で左クリックして上下に動かし、線量
範囲の上限を設定します。

• 線量の範囲または線量の閾値を設定する際には、ボックスを下端で左クリックして上
下に動かし、閾値または線量範囲の下限を設定します。

4.

特定の領域に注目したい場合には、線量オブジェクトは以下にある線量を基準に設定す
ることができます。

• バウンディングボックス。表示スライス内で調整が可能。

• Use Dose in Bounding Box including the Dose in this object のリストから選択可
能な物理的構造

線量オブジェクトの作成
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ステップ

5.
特定の領域の線量を計算から除外したい場合には、Use Dose in Bounding Box exclud‐
ing the Dose in this object のリストから特定の物理的構造を選択すれば、線量オブジ
ェクトから、その構造内の線量を除外するよう、設定できます。

6. 線量オブジェクトに名前を付けます。

7.
OK をクリックします。新規の線量オブジェクトが作成され、Functions エリア内のオブ
ジェクトリストに表示されます。
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8.7 照射済み線量の表示

概説

iPlan RT Dose には、すでに患者に照射済みの線量が現在のプランニングに影響を及ぼすかどう
かを確認するためにその線量をインポートできる機能があります。

注記： 線量マトリックスは iPlan RT で作成したものしかインポートできません。他のプランニ
ングシステム（例：Dicom RT 経由）から線量マトリックスをインポートすることはできません。
 

線量インポートのシナリオ

線量のインポートは以下の状況下で実行できます。

• 既存の治療計画に照射済みの積算線量を表示するため

• iPlan RT Adaptive を使ったレビューの後に変更される予定の治療計画に、照射済みの線量を
インポートするため

• 治療工程を再度行う必要のある患者用に、照射済みの線量をインポートするため

アクティブまたは非アクティブの線量マトリックス

線量マトリックスは、次のいずれかの状態で iPlan RT にインポートされます。

アクティブ
アクティブな線量マトリックスは、線量計算時に常に考慮されます（DVH グラ
フ用に、Refresh MU の基本線量として、IMRT 最適化処理の基本線量として、
など）。これらはプランニングの工程に影響します。

非アクティブ

非アクティブな線量マトリックスは線量計算では考慮されません。これらは
プランニングの工程に影響を及ぼしません。線量分布全体または線量の値を
調べるために非アクティブの線量マトリックスを一時的にアクティブにし、
その後再び非アクティブに戻すことが可能です。

プランニング中の各ポイントにおいて、インポートした線量マトリックスのアクティブ／非アク
ティブの状態を変更できます。

DVH の解釈

以前に適用した線量マトリックスを現在の治療計画にインポート、追加した場合には、計算され
た DVH は不自然な積算線量マトリックスを表示する場合があります。実際に照射された線量マト
リックスは解剖学的構造および実際の照射位置の変更に応じて、異なる場合があります。治療中
のボリューム変更もまた、DVH を解釈する際に考慮する必要があります。

安全上の注意

警告
以下に挙げた目的のワークフローに応じて正しいインポートメニューオプションを選択するよ
う、注意してください。積算用に線量をインポート、適応放射線治療用に線量をインポート、ま
たは再照射計画用に線量をインポート。こうすることにより、iPlan RT は確実にチェックを実行
し、選択したシナリオに固有のインフォメーションメッセージおよび警告メッセージを表示しま
す。

警告
初回のエクスポート後に、すでにエクスポートされた治療計画が変更された場合、関係するすべ
ての治療装置が、更新されたバージョンの該当治療計画パラメーターを受け取るよう、注意して
ください。関係する治療装置には、R&V システム、患者位置決め装置、ターゲットポジショナー
のフィルムなどが含まれますがこの限りではありません。さらに、作業に携わるすべてのスタッ
フ（物理士、医師、セラピストなど）への通知の必要もあります。

警告
インポートした線量マトリックスを含む治療計画（線量計算に対してアクティブ／非アクティブ
に関わらず）を承認する前に、トレーニングを受けた経験豊富な物理士または医師がイメージフ
ュージョンを含む治療計画を徹底的に確認する必要があります。
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警告
線量マトリックスは個別の治療グループ用のものと、治療計画全体用のものの保存が可能です。
個別の治療グループ用の各線量マトリックスは、誤って重複して計算に入れられることのないよ
う、一度しかインポートできないように設定されています。ただし、治療計画全体用の線量マト
リックスと、個別の治療グループ用線量マトリックスを 1 つの治療計画にインポートすることは
可能です。iPlan RT のユーザーは、治療計画全体用にエクスポートされた線量マトリックスのみ
か、個別の治療グループ用にエクスポートされた線量マトリックスのみをインポートするように
注意してください。

警告
保存する際には、線量マトリックスの座標はオリジナルの治療計画のアライメントセットに関連
付けられます。このアライメントセットも新規治療計画の一部である場合にのみ、線量マトリッ
クスを新規治療計画にインポートすることができます。インポートした線量マトリックスを正し
い位置で統合するためには、異なるイメージセットが互いに正しくフュージョンされている必要
があります。

注意
線量マトリックスのインポート時に、インポートした線量が実際に照射された線量と一致してい
ることを確認してください。インポートされている線量マトリックスが目的のものであることを
ダブルチェックしてください。線量マトリックスのインポート時には "Dose Scaling Factor"
や "Number of Fractions" もダブルチェックしてください。

警告
1 つの治療計画内で、インポートした線量マトリックスと、実際に計算に使用された線量マトリ
ックスのグリッドサイズが異なると、等線量のインターポレーションが生じます。このようなイ
ンターポレーションにより、オリジナルの治療計画とは少し異なる線量表示がなされる可能性が
あります。

線量マトリックスの保存方法

次の機能のうちどれを使用する場合にも、ある線量を、あらかじめ線量マトリックスとして治療
計画内に保存している必要があります。線量マトリックスの保存方法：

ステップ

1.

Functions エリアまたは Plan Content タブで以下のいずれかを選択します。

• 治療計画（RTPlan）（線量全体を保存する場合）

• 治療グループ（そのグループによって照射される線量を保存する場合）

2.

マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示します。

• 個々の治療グループによって照射された線量を保存するには、Save Dose Matrix for
Group を選択します。

• 治療計画全体によって照射された線量を保存するには、Save Dose Matrix for RTPlan
を選択します。

3. 計画線量が線量マトリックスファイルとして保存されます。

注記： 一度インポートされた線量を再度インポートすることはできません。
 

注記： 治療計画の承認に当たって（P. 351 を参照）、アプリケーションではオプションですべ
ての治療グループの線量マトリックスを保存します。これらの "approved" 線量マトリックスは
後に追加できます。
 

注記： "Dose for Adapttive RT" として追加したい線量マトリックスをエクスポートする際に
は治療グループ用の線量マトリックスをエクスポートするよう、注意してください。治療計画全
体用にエクスポートされた線量マトリックスは"Dose for Summation"および"Dose for a
recurring Plan"にしか使用できません。
 

保存した線量マトリックスファイルの削除方法

ステップ

1. Functions エリアのリストから治療計画を選択します。

2.
マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、Delete Dose Matrix Files を
選択します。Delete Dose Files ダイアログが表示されます。
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ステップ

3. 削除したい保存ファイルを選択し、OK をクリックします。

線量マトリックスの分解能の変更方法

線量マトリックスを保存する前に、保存した線量マトリックスの分解能の調整が必要な場合があ
ります。線量マトリックスの分解能は RTPlan Properties ダイアログの Dose Resolution フィー
ルド（P. 206 を参照）で設定できます。

線量表示の精度と計算された DVH は線量マトリックスのエクスポート時の線量分解能に応じて決
まります。線量マトリックスのインポートが完了すると、対象となるすべての線量ポイントは事
前計算された線量マトリックスポイントと、保存された線量マトリックスポイントの間の線形補
間によって計算されます。この線形補間の精度は、設定されている線量分解能の細かさと、線量
分布そのものの均一性によって決まります（図 177 を参照）。

図 177 

上図は、DVH 計算に分解能の粗い線量マトリックスが使用された場合の、線量の精度の低下を示
します。同じ DVH グリッドを基にした 3種類の DVH 計算が比較されています。

• Original Plan：各グリッドポイントの線量は補間せずに計算されています。

• 2 mm resolution：DVH グリッドポイントの線量は、インポートした線量マトリックスの線量
値を、2mm の分解能で補間して計算されています。

• 4 mm resolution：DVH グリッドポイントの線量は、インポートした線量マトリックスの線量
値を、4mm の分解能で補間して計算されています。

照射済み線量の表示
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8.7.1 積算用に線量を追加

概説

治療中に、治療計画を更新する必要があることに気付いた場合には、この機能を使用して照射済
みの線量を積算し、表示することができます。

iPlan RT では、リファレンスセットはオリジナルの治療計画のものが使用され、治療計画の更新
にも変更されていない、とみなされています。インポートした線量マトリックスはデフォルトで
アクティブに設定されています。このため、このタイプの線量マトリックスはプランニングの工
程に影響を及ぼします。インポートした線量マトリックスは、治療計画全体の処方に一部影響す
るものとみなされています。

警告
追加した線量マトリックスは、処方および IMRT の最適化のように線量計算ではデフォルトで考
慮されますが、DICOM エクスポートでは考慮されません。純粋な積算線量では、インポートした
線量マトリックスのリファレンスセット（CT）と、現在の治療計画は同じになるはずです。以前
に作成した治療計画は、インポートした線量マトリックスに従って照射されなければなりませ
ん。

警告
表示された線量分布は、リファレンスセットが同じで、インポートした線量マトリックスがアク
ティブな場合にのみ正確です。

積算用に線量を追加する方法

ステップ

1. Treatment Planning ステップで Functions エリアのリストから治療計画を選択します。

2.
マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、Add Dose Matrix for Summa‐
tion を選択します。

3. 保存されている線量マトリックスからインポートするものを選択します。

4.
Dose Import ダイアログが表示されます。必要に応じてインポート線量のプロパティーを
変更（P. 278 を参照）し、OK をクリックします。

5.

インポートした線量マトリックスが Functions エリアのリストに表示されます。これを
選択して、そのプロパティーを調整したり現在の治療計画の一部としてアクティブにす
ることができます。

• Active Dose Matrix をクリックすると、インポートした線量マトリックスはアクティ
ブな治療計画の一部となり、Refresh MU をクリックすると計算に入れられます。

• Properties をクリックすると Dose Import プロパティーダイアログが表示されます
（P. 278 を参照）。
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線量インポートプロパティー

積算用に線量マトリックスをインポートしたり、インポート後にそのプロパティーを選択する
と、下図のダイアログが表示されます。

①
②

③
④

図 178 

No. コンポーネント 機能

① Dose Matrix Name 線量マトリックスの名前を編集することができます。

② Dose Scaling Factor

インポートした線量のうち積算に考慮されるのは以下の通りで
す。

• 1.00: 以前の線量の 100%を採用

• 0.25: 以前の線量の 25%を採用

注記： この値はインポート時にのみ、変更できます。この後
は、iPlan RT ではここには設定済みの値しか表示されません。
 

③ Assigned PTV
PTV の割り当ておよびグループの重み付けを変更するには Edit
をクリックします。

④ Active Dose Matrix P. 274 を参照。

照射済み線量の表示
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8.7.2 適応放射線治療用に線量をインポート

概説

照射済みの線量を現在の照射の中で確認し、それに応じて残った照射数を更新することができま
す。これは複数回の照射後に、すでに照射済みの線量をインポートすることによって行います。

残った照射に対しては更新画像を使用することが強く推奨されています。インポートした線量マ
トリックスのデフォルトのステータスは非アクティブです。実施済みの照射回数を入力すれば、
すでに照射済みの線量を初めの処方から自動的に減算することができます。

異なる治療セットアップ、患者の身体的特徴や臓器ボリュームの変更に伴い、表示された積算線
量が患者に実際に照射された線量を示さない場合があります。

安全上の注意

警告
このような場合には、前の治療計画と実際の治療計画間で干渉が生じないように、線量マトリッ
クスは非アクティブにしておく必要があります。そうしておくことで、iPlan RT では、IMRT の
最適化処理で考慮したインポート線量、計算された MU 値および残りの照射の処方は考慮されま
せん。

警告
iPlan RT では、適応放射線治療のシナリオ向けに線量マトリックスとしてインポートされた線量
分布の表示が行えます。異なる治療セットアップ、患者の身体的特徴や臓器ボリュームの変更に
伴い、表示された積算線量が患者に実際に照射された線量を示さない場合があることにご注意く
ださい。最終的な治療計画ではインポートした線量マトリックスは非アクティブにしなければな
りません。残った照射回数はインポートした線量マトリックスとは別に計画してください。

適応放射線治療用にインポートした線量マトリックスを使用する方法

ステップ

1.

オリジナルの治療計画に従って照射された線量マトリックスを保存します。これはたと
えば 10 照射目の後に行います。

注記： "Dose for Adaptive RT" として追加したい線量マトリックスをエクスポートす
る場合は、治療グループ用の線量マトリックスをエクスポートするよう注意してくださ
い（P. 275 を参照）。治療計画全体用にエクスポートされた線量マトリックスは"Dose
for Summation"および"Dose for a recurring Plan"にしか使用できません。
 

注記： オリジナルの治療計画の承認時には各治療グループに対して線量マトリックスを
保存することが可能です。保存したこれらのマトリックスは、後に適応放射線治療シナ
リオでのインポートに使用できます。
 

2.

適応放射線治療により、患者の生理学上の変更点を表示し、治療オブジェクトをより新
しい CT 画像に適応させます。新しい CT 画像内でのプランニングオブジェクトの位置に
満足できれば、再プランニングに進みます。

新規 CT 計画およびモーフィングされたオブジェクトが iPlan RT 内の新規計画の基準と
なります。

3.

この時点では、アイソセンターはフュージョンデータから取ったものであるため、オリ
ジナルの治療計画で設定された位置のままです。しかし、患者の生理が変わった場合に
は、これはもはや最適な位置ではなくなります。線量曲線および DVH は処方どおりでは
なくなります。

PTV の変更を反映するために、アイソセンターを新たな位置に移動させることができます
（P. 189 を参照）。
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ステップ

4.

これまでに照射された線量を確認するには以下の方法があります。

• Treatment Planning ステップで Functions エリアのリストから治療計画を選択しま
す。

• マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、Import Dose for Adaptive
RT を選択します。

Dose Import ダイアログが表示されます（P. 281 を参照）。

適応放射線治療の再プランニング用にインポートされた線量マトリックスは、オリジナ
ルの治療計画の PTV オブジェクトに対応する「新規」PTV オブジェクトと関連付けてくだ
さい。

PTV への割り当て（複数の PTV がある場合は正しい PTV への割り当て）機能が選択されて
いれば、iPlan RT ではこれを、照射済みの線量を自動的に減算するために使用します。
iPlan RT が実行する一貫性チェックやそれに伴い表示される警告メッセージは、PTV へ
の正しい割り当てが基準になっています。

5.

線量インポートを調整して現在の患者のステータスを表示する際には以下のオプション
があります。

• インポートを、照射済みの線量のみに限定することが可能です。

• 処方から、以前に照射済みの線量を減算することにより、照射線量を処方よりも少な
くすることが可能です。

6.

初めの照射に使用された線量マトリックスがインポートされたところで、次のように、
残った照射用に治療計画を作成することができます。

• 線量マトリックスを非アクティブに設定します。

• Refresh MU をクリックします。

7.

治療計画内の他の照射を実行後、引き続き適応放射線治療のシナリオを繰り返すことが
できます。これを行う方法は以下のとおりです。

• 更新した治療計画の各治療グループ用の線量マトリックスを保存します（治療計画の
承認時にこれを行ってもかまいません）。

• 更新した治療計画に従って他の照射を行った後、保存されている、更新した治療計画
の線量マトリックスを使用して、さらなる治療計画の適応を開始します（つまり、ス
テップ 2以降を繰り返す）。

線量マトリックスとともに保存されている照射情報

iPlan RT は、治療グループ用の線量マトリックスとともに、オリジナルの治療計画のどの照射の
線量計算データを含んでいるかについて、情報を保存しています。

たとえば、オリジナルの治療計画（プラン A）用にエクスポートされた線量マトリックスには以
下の線量が含まれます。

• “fractions 1...20 of 20"（エクスポートしたままのマトリックス A）

これらをインポートする際には、すでに適用されている照射の回数を指定し、インポートした線
量マトリックスを、たとえば以下のように変更できます。

• “fractions 1...5 of 20"（インポート後のマトリックス A）

治療計画を更新して（プラン B）、更新した治療計画用に再び線量マトリックスを保存した場
合、線量マトリックスとともに以下の情報が保存されます。

• “fractions 6...20 of 20"（エクスポート後のマトリックス B）

これらをインポートする際には、再度、更新した治療計画（プラン B）で適用した照射の回数を
指定し、インポートした線量マトリックスを、たとえば以下のように変更できます。

• “fractions 6...13 of 20"（インポート後のマトリックス B）

この段階で、プラン C（前の治療計画用の 2 つの線量マトリックスとそれらに準拠して適用され
た線量照射を含む、元々 20 回の照射のうち 14 回目から 20 回目までの照射用の更新計画を示
す）が完成しています。

• “fractions 1...5 of 20"（適用されたプラン A の照射を示すインポート後のマトリックス
A）

• "fractions 6...13 of 20"（適用されたプラン B の照射を示すインポート後のマトリックス
B）

照射済み線量の表示
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線量インポートプロパティー

線量マトリックスをインポートする際、またはインポート後にそのプロパティーを選択すると、
以下のダイアログが表示されます。

①
②

③

⑤

④

図 179 

No. コンポーネント 機能

① Dose Matrix Name 線量マトリックスの名前を編集することができます。

② Number of Irra‐
diated Fractions

線量マトリックスをエクスポートした治療グループを使って適用され
た照射の回数

③ Assigned PTV
PTV の割り当ておよびグループの重み付けを変更するには Edit をク
リックします。

④
Subtract Irra‐
diated Fractions
from Plan Pre‐
scription

これが有効になっていると、治療計画の処方で定義されている線量か
ら照射済みの線量が減算されます。

⑤ Active Dose Ma‐
trix

線量マトリックスをアクティブにすると、インポートした線量マトリ
ックスは治療計画のアクティブな部分となり、Refresh MU をクリッ
クすると計算に入れられます。

注記： iPlan RT は、単一の PTV に割り当てられた治療グループの適応放射線治療向け線量イン
ポートのみに対応しています（単一の治療グループによる複数 PTV への照射は、適応放射線治療
向け線量インポートでは対応していません）。
 

注記： iPlan RT は、単一の治療グループが定義されている PTV に対する適応放射線治療用の線
量インポートにのみ、対応しています（複数の治療グループによる 1 つの PTV への照射は、適応
放射線治療向け線量インポートでは対応していません）。
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8.7.3 再照射計画用に線量をインポート

概説

このオプションにより、以前の治療計画で照射された線量の見直しをすることができます。腫瘍
の再発などのため、患者に再照射を行う必要がある場合に有効です。

照射済みの線量は現在の治療計画の処方や IMRT の最適化では考慮されません。このため、線量
マトリックスのデフォルトのステータスは非アクティブです。照射した線量は、初めの照射線量
の重み付け評価に対する一定の係数とともにインポートできます。蓄積線量を調べるには、イン
ポートした線量マトリックスのステータスをアクティブに設定します。IMRT 計算、MU 値の更新
やエクスポートの前には必ず線量マトリックスを非アクティブにしてください。

この場合のリファレンスセットは異なっていてもかまいませんが、線量マトリックスの保存対象
である治療計画からのアライメントセットは、新規治療計画にも存在し、新規リファレンスセッ
トにフュージョンされる必要があります。

警告
このような場合には、前の治療計画と実際の治療計画間で干渉が生じないように、線量マトリッ
クスは非アクティブにしておく必要があります。そうしておくことで、iPlan RT では新規治療計
画で IMRT 最適化処理、計算済み MU 値および処方を計算に入れることはありません。

警告
再照射用治療計画ではリファレンスセットは異なっていてもかまいませんが、同じ座標を使用す
る必要があります。一般的に、インポートした線量は、実際の処方および線量の最適化処理で計
算に入れてはならないことに留意してください。標準的なワークフローは、新規治療計画におい
て、以前の治療計画で投与された線量を見直すことです。このため、線量マトリックスのデフォ
ルトのステータスは非アクティブです。初めの照射と再照射の間の修復時間を計算に入れるため
に、適用した線量を一定のスケーリング係数とともにインポートすることができます。

再照射計画用に線量をインポートする方法

ステップ

1. iPlan RT Dose でオリジナルの計画を開き、線量マトリックスを保存します。

2.

以下を実施してから、iPlan RT Dose でオリジナルの計画を保存します。

• Treatment Planning ステップで、古い治療グループを削除します。

• Prescription ウィンドウで、古いストラクチャータイプを Other に変更します。

• 古いストラクチャーを削除するか、名前変更するか、非表示にします（ユーザーの好
みによる）。

3.

iPlan RT Image でこの計画を開きます。

• Viewing タスクで Add data...ダイアログを使って新規 CT セットを追加します。

• 新規 CT 画像にローカライザーが使用された場合には、以前にローカライズした CT セ
ットに加え、この CT セットもローカライズします。

• 以前のアライメントセットを新規の CT セットにフュージョンし、新規の CT セットを
アライメントセットにします（iPlan RT Image で新規 CT セットを Image Set 1 に設定
し、以前のアライメントセットを Image Set 2 に設定します）。詳細については、P.
91 を参照してください。

• 必要に応じて、新しいストラクチャーでオートセグメンテーションを実行しますが、
既存の計画の PTV または OAR を変更したり削除したりすると計画のデータが破損する
ので、変更や削除を行わないように注意してください。

• 計画を保存します。

4.

iPlan RT Dose でこの計画を再度開きます。

• リファレンスセットを新規 CT セットに変更します。

• 新規 CT セットを基にプランニングを進めます。

5.
マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示し、Import Dose for a Recurring
Plan を選択します。保存した線量マトリックスをインポートします。

照射済み線量の表示
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ステップ

6.

Dose Import ダイアログが表示されます。必要に応じてインポート線量のプロパティーを
変更（P. 278 を参照）し、OK をクリックします。

たとえば、Relative Irradiated Fraction フィールドで、以前の線量の比率を減らすこ
とができます。

7. 以前の線量マトリックスを現在の治療計画内で確認できます。

治療計画の使用
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8.8 治療計画の検証

8.8.1 治療計画のステータスアイコン

概説

Treatment Planning 、 Dose Optimization 、 Physician's Review お よ び Physicist's
Verification プランニングステップの Navigator エリアでは、信号アイコンにより現在の治療計
画ステータスに追加情報があることが示されます。

図 180 

ステータスアイコン

ステータスア
イコン

機能 ページ

現在の治療計画が適正であることを示します。

現在の治療計画にインフォメーションメッセージ（青色の i）が
作成されたことを示します。

これは治療計画に何か通常とは異なる選択または拡張した選択が
含まれていることを示します。

P. 285

現在の治療計画に警告メッセージ（黄色の!）が作成されたことを
示します。

これは、計画内に検出された不整合性を許容するか、解明するか
をユーザーが決定しなければならないことを示します。

P. 287

現在の治療計画にエラーメッセージ（赤色の x）が作成されたこ
とを示します。

これは、治療計画が不正確であり、治療に適正でないことを示し
ます。

P. 292

警告
信号アイコンの警告は、リニアックのガントリーと治療テーブルのコリジョンの可能性を示しま
す。治療フィールドセットアップや患者の体格によっては、ソフトウェアに表示されなくてもコ
リジョンが生じる場合があります。

警告
治療前に、選択したガントリーおよびテーブルの角度により患者がけがをしないように、または
治療システムなどの機器が損傷せずに治療に使用できることを、治療室内で十分に確認してくだ
さい。

治療計画の検証
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Plan Status ダイアログ

アウトプットされたメッセージを表示するには、ステータスアイコンをクリックします。

図 181 

ステップ

1. 表示された情報を慎重に検討し、必要に応じて治療計画を修正します。

2.
Plan Status 情報は物理士が出力するプリントアウト（P. 405 を参照）に含まれてお
り、署名が必要です。

インフォメーションメッセージ

インフォメーションメッセージには以下のようなものがあります。

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0).（この治療
計画は別のバージョンの iPlan RT Dose (4.1.0) で保存されたものです。）

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image).（この治療計画
は別のアプリケーション（iPlan RT Image）で保存されたものです。）

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image).（治療パラメー
ター（ビームの角度や重み付けなど）が変更されました。）Press the 'Refresh MU' button
to update the dose applied to the treatment plan, if required.（必要に応じて'Refresh
MU'ボタンを押し、治療計画に適用されている線量を更新します。）

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized.（アライメ
ントセットはローカライズされていますがリファレンスセットはローカライズされていませ
ん。）

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT
Localizer".（アライメントセットとリファレンスセットはどちらも「ブレインラボ CT/X 線ロ
ーカライザー」でローカライズされています。）The patient coordinate system is defined
by the Alignment Set, not by the Reference Set.（患者の座標系がリファレンスセットでは
なくアライメントセットで定義されています。）

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the
immobilization device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the
treatment planning process.（プランニングの工程では、CT 画像と X 線／アンギオ画像におけ
る、固定装置に対する患者頭部の位置の違いを考慮する必要があることに留意してくださ
い。）Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a
frameless approach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions).
（フレームレスな方法（ExacTrac X-Ray や他のフレームレスな位置決め方法）で患者の位置決
めがなされている場合には、レジストレーションの不正確さも影響します。）

Heterogeneity correction is turned off.（不均質補正機能がオフになっています。）The
area inside the detected patient contour is therefore assumed to be water-equivalent.
（このため、検出された患者輪郭の内側領域は水等価とみなされます。）

Dose calculation is based on special set: CB CT.（線量計算は特別なセットを基準に行わ
れています：CB CT）

治療計画の使用
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The coarser grid size is used to calculate min/max doses.（最小／最大の線量を計算する
ために粗いグリッドサイズが使用されています。）

Prescription uses separate normalization for each target.（線量処方には、ターゲットご
とに個別の正規化処理が用いられます。）

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV".（オ
ブジェクト "PTV" に対して Normalization ポイントと Representation ポイントの両方が存在
します。）By default, the Representation Point is used for export.（デフォルトでは、
エクスポートには Representation ポイントが使用されます。）Press 'Refresh MU' to delete
the Representation Point.（Representation ポイントを削除するには'Refresh MU'を押しま
す。）

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

The field shape(s) is(are) frozen.（照射野の形状がフリーズしています。）Planning
shape(s) and leaves are not adapted automatically.（計画形状とリーフが自動適合されま
せん。）

The field shape is frozen.（照射野の形状がフリーズしています。）The diameter of the
cone cannot be changed.（コーンの直径を変更できません。）

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be up‐
dated.（アークの少なくとも 1 つの照射野について：アークがロックされています。MU 値は更
新されません。）

The arc is locked.（アークがロックされています。）Monitor units will not be updated.
（MU 値は更新されません。）

The field shapes are frozen.（複数の照射野形状がフリーズしています。）Planning shapes
and leaves are not adapted automatically.（複数の計画形状とリーフが自動適合されませ
ん。）

The beam is locked.（ビームがロックされています。）Monitor units will not be updated.
（MU 値は更新されません。）

The plan contains closed fields (MLC).（治療計画内に、閉じた照射野が含まれます
（MLC）。）Remove these before treatment.（治療前にこれらを削除してください。）

The isocenter is blocked (MLC).（アイソセンターがブロックされています（MLC）。）

The plan contains closed fields (jaws).（治療計画内に、閉じた照射野が含まれます（ジョ
ー）。）Remove these before treatment.（治療前にこれらを削除してください。）

The isocenter is blocked (jaws).（アイソセンターがブロックされています（ジョー）。）

Unsupported dose rate.（サポート対象外の線量率です。）Please verify.（検証してくださ
い。）

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields.（IMRT ビーム"IMRT Beam
1"が 2 つの照射野に分割されました。）

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU)
is larger than the maximum allowed MU (9999 MU).（MU 値（10321 MU）が最大許容 MU 値
（9999 MU）を超えているため、このエレメントのうち 1 つのセグメントが 2 つに分割されてい
ます。）

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU).（MU 値（10321 MU）が最大許容 MU 値（9999 MU）を超えて
いるため、エレメントが分割されています。）

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU)
is larger than the maximum allowed MU (9999 MU).（MU 値（10321 MU）が最大許容 MU 値
（9999 MU）を超えているため、エレメントの亜照射野が分割されています。）

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be
taken into account for prescription and for dose calculations that are performed.（こ
れは非アクティブに設定されている、適応放射線治療用の線量マトリックスのコンポーネント
であり、処方および実施済みの線量計算では計算に入れられません。）

治療計画の検証
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This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be
taken into account for prescription and for dose calculations that are performed.（こ
れは非アクティブに設定されている、再照射用の線量マトリックスコンポーネントであり、処
方および実施済みの線量計算では計算に入れられません。）

"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken
into account for prescription and for dose calculations that are performed.（これはア
クティブに設定されている積算用の線量マトリックスのコンポーネントであり、処方および実
施済みの線量計算では計算に入れられません。）

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!（さらに、
エクスポートされた治療計画は線量マトリックスのコンポーネントを計算に入れないため、表
示されている線量とは異なる線量を照射する可能性があるので注意してください。）"

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final
Plan' of patient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss)
UTC-5:00' by 'james.dean'.（現在の治療計画に、'01-01-2011 12:00:00 （hh:mm:ss）
UTC-5:00'に'james.dean'により承認された、患者'John Doe'、ID '01237456'のプラン'Final
Plan'からの外部線量分布が追加されました。）

Dose calculations have not started.（線量の計算は開始されていません。）Activate dose
display to enable dose distribution related plan status checks.（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。）

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.（少なくとも 1 つの閉じ
たリーフペアに対して、計画されたリーフギャップはジョーの端から 2 mm 以内の範囲にあり、
照射中にジョーによって覆われていない場合があります。）Please check your plan care‐
fully!（計画を慎重にチェックしてください。）

The IMRT sequence contains closed MLC fields.（IMRT シーケンス内に、閉じた MLC 照射野が
含まれます。）Please check your plan carefully.（計画を慎重にチェックしてください。）

警告メッセージ

警告メッセージには以下のようなものがあります。

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem.（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：Brainstem。）These objects
should be correctly segmented if required.（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。）

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation
for treatment is configured "Supine".（アライメントセットとして使用しているデータセッ
トは"Prone"で撮像されているが、治療方向は"Supine"と設定されています。）Please refer
to the iPlan RT Dose user manual for detailed explanations.（詳細については iPlan RT
Dose のユーザーガイドを参照してください。）

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation
for treatment is configured "Supine".（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"Prone+G1"で撮像されているが、治療方向は"Supine"と設定されています。）Please re‐
fer to the iPlan RT Dose user manual for detailed explanations.（詳細については iPlan
RT Dose のユーザーガイドを参照してください。）

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the
assigned object ("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs).
（"Isoc. Prescr.:Group 1 (A)"が Prescription ポイントとして設定されていますが、指定さ
れているオブジェクト（"PTV"）には治療エレメント（ビーム、アーク）が含まれていませ
ん。）The dose defined by this point is ignored.（このポイントで定義されている線量が
考慮されていません。）

The isocenter coordinate is placed outside the localized region.（アイソセンター座標
はローカライズ領域外に配置されています。）

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'.（アイソセンタ
ー座標'Point#1'にはプレフィックス'Coord'は使用されていません。）

治療計画の使用
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The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'.（治療グループ
'MyGroup'にはプレフィックス'Group'は使用されていません。）

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'.（治療グループ'Group 1'には識
別名' 1'が使用されます。）This is also used by a non-related isocenter coordinate.
（これは関連のないアイソセンター座標に対しても使用されます。）

The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each iden‐
tified by a different number.（治療グループ'Group 1'とそのアイソセンター座標'Coord
2'が異なる番号で識別されています。）The same number should be used where possible.
（可能な限り、同じ番号を使用してください。）If several treatment groups are assigned
to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.（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。）

Heterogeneity correction is turned off.（不均質補正機能がオフになっています。）The
table top added to the tissue model is therefore assumed to be water-equivalent.（こ
のため、組織モデルに追加するテーブルトップは水等価とみなされます。）

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be sig‐
nificantly off.（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。）It is highly recommended to perform an update CT scan
that is used as Reference Set.（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。）

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm.（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。）

Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task
first and then check and eventually readjust the resolution values in the properties
of the RTPlan accordingly.（Surface Segmentation タスクの Set Parameters ダイアログ内の
値をまず再調整し、次にそれに合わせて RTPlan のプロパティーの分解能の値を確認し最終的に
は再調整してください。）

The active machine profile is not approved.（現在アクティブなマシンプロファイルは承認
されていません。）

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x.（iPlan RT Dose 3.0.x のマシ
ンプロファイルが使用されています。）Please choose a machine profile from iPlan RT
Dose 4.x to have full functionality.（全機能を使用するには iPlan RT Dose 4..x からマシ
ンプロファイルを選択してください。）

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list
of installed machine profiles.（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。）The
profile may be outdated or from a external source; please verify.（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。）

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient
treatment.（アクティブなマシンプロファイルは受け入れ検査用であって、患者治療には使用
してはなりません。）

The jaws are overlapping the MLC field.（ジョーが MLC 照射野と重なっています。）

Risk of table collision.（テーブルのコリジョンの危険性があります。）Please verify.
（検証してください。）

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
（このエレメントが 10 以上に分割されています。検証してください。）

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT
Dose version.（この IMRT 治療グループ'GroupIMRT'は前のバージョンの iPlan RT Dose で作成
した治療計画に読み込まれています。）It must be re-optimized in order that all inverse
planning optimization parameters are again available for display and printout.（イン
バースプランニングの最適化パラメーターをすべて、表示およびプリントアウトに使用できる
ように、最適化処理を再度行う必要があります。）

治療計画の検証
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The maximum possible leaf speed is exceeded.（リーフの最大許容速度を超えました。）It
is recommended to either turn on leaf speed limitation or reduce the dose rate.（リー
フ速度制限機能をオンにするか、線量率を低減することが推奨されます。）The leaf speed
limitation algorithm encountered a problem.（リーフ速度制限のアルゴリズムに問題が発生
しました。）It is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments
or the beamlet size.（線量率、セグメント数、またはビームレットのサイズのいずれかを下
げることが推奨されています。）

Less than 2 arc control points are defined.（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。）Treatment may result in a controller error.（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。）

The arc defined by start and stop angles is ambiguous.（開始角度と停止角度で定義され
たアークが曖昧です。）Please verify that the desired sector is treated.（目的の領域が
照射されていることを確認してください。）

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export.（ハイ
ブリッドアークのコントロールポイントの数はビームのエクスポートには少なすぎます。）
Increase the arc length.（アークの長さを伸ばしてください。）

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference
between neighboring IMRT beams is less than 5°.（ハイブリッドアークの IMRT ビームが非
常に密集して配置されています。隣の IMRT ビームとのガントリー角の差は 5°未満です。）

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not
the intended setting!（これは、目的の設定とは異なる、アクティブに設定された適応線量マ
トリックスコンポーネントです。）

Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and
for dose calculations that are performed.（線量マトリックスコンポーネントは処方、およ
び実施する線量計算で考慮されるのでご注意ください。）

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!（さらに、
エクスポートされた治療計画は線量マトリックスのコンポーネントを計算に入れないため、表
示されている線量とは異なる線量を照射する可能性があるので注意してください。）

There are issues with the adaptive plan.（適応治療計画に問題があります。）

Non connected dose matrix components:（関連付けられていない線量マトリックスコンポーネ
ント：）Matrix:Final Plan For the following objects, no treatment group is defined:
（以下のオブジェクトに対して、治療グループは定義されていません：）PTV1 For the fol‐
lowing objects, multiple treatment groups are defined:（以下のオブジェクトに対して、
複数の治療グループが定義されています：）PTV2 Objects with ambiguous dose per frac‐
tion:（照射ごとの線量が曖昧なオブジェクト：）PTV3 Objects with ambiguous total number
of fractions:（全照射回数が曖昧なオブジェクト：）PTV4 Objects with a discontinuous
fractionation scheme:（連続しない照射スキームを有するオブジェクト：）PTV5 Objects
with dose matrices connected to more than one object:（2 つ以上のオブジェクトに関連付
けられた線量マトリックスを有するオブジェクト：）PTV6 Objects with a treatment group
connected to more than one object:（2 つ以上のオブジェクトに関連付けられた治療グループ
を有するオブジェクト：）PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adap‐
tive plan or a scenario that is not supported by the software.（これらの問題は、ソフ
トウェアがサポートしていない適応治療計画やシナリオの矛盾点を示している可能性がありま
す。）

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not
the intended setting!（これは、目的の設定とは異なる、アクティブに設定された再照射用線
量マトリックスコンポーネントです。）

Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and
for dose calculations that are performed.（線量マトリックスコンポーネントは処方、およ
び実施する線量計算で考慮されるのでご注意ください。）

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!（さらに、
エクスポートされた治療計画は線量マトリックスのコンポーネントを計算に入れないため、表
示されている線量とは異なる線量を照射する可能性があるので注意してください。）

治療計画の使用
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The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on
tissue information that differs from the one that is used in your current plan.（積算
線量マトリックスコンポーネント 'Matrix: Final Plan #1' は、現在の治療計画に使用されて
いる体組織とは異なる体組織上で計算されています。）As a consequence the resulting dose
calculations may be inaccurate.（このため、線量計算の結果が不正確である可能性がありま
す。）

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not
the intended setting!（これは、目的の設定とは異なる、非アクティブに設定された積算線量
マトリックスコンポーネントです。）Note that the dose matrix component will not be
taken into account for prescription and for dose calculations that are performed.（線
量マトリックスコンポーネントは処方、および実施する線量計算では考慮されませんのでご注
意ください。）

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-ap‐
proved plan 'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'.（現在の治療計画
に、患者'John Doe'、ID '01237456'の未承認プラン'First HybridArc'から外部線量分布が追
加されています。）

This dose matrix component has been created by a software or software version that
differs from the one you are currently using and may be outdated due to necessary
modifications in dose algorithms.（この線量マトリックスコンポーネントは現在のものとは
異なるソフトウェア、または異なるバージョンのソフトウェアで作成されており、必要に合わ
せて実行された線量アルゴリズムの修正により、最新ではなくなっている可能性がありま
す。）

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well
as for individual treatment components.（現在の治療計画には個々の治療コンポーネント用
のみならず、治療計画全体用に保存された線量マトリックスが含まれます。）

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained
in a dose matrix for a plan."（コンポーネント用の線量マトリックスが誤って治療計画用の
線量マトリックスに含まれていないことを確認してください。）

The plan intent is set to 'RESEARCH'.（治療計画の目的が 'RESEARCH' に設定されていま
す。）

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。）

with (at least one of)（次の（少なくとも 1つの）条件が該当します。）

• It is smaller than the depth dose field size range（深部線量照射野のサイズの範囲よ
り小さい）（測定された深部線量照射野サイズより小さい）

• It is larger than the depth dose field size range（深部線量照射野のサイズの範囲より
大きい）（測定された最大深部照射野サイズより大きい）

• It is smaller than the scatter jaw-field size range（散乱ジョー照射野のサイズの範囲
より小さい）（測定された最小散乱ジョー照射野サイズより小さい）

• It is larger than the scatter jaw-field size range（散乱ジョー照射野のサイズの範囲
より大きい）（測定された最大散乱ジョー照射野サイズより大きい）

• It is smaller than the scatter MLC-field size range（散乱 MLC 照射野のサイズの範囲よ
り小さい）（測定された最小散乱 MLC 照射野サイズより小さい）

• It is larger than the scatter MLC-field size range（散乱 MLC 照射野のサイズの範囲よ
り大きい）（測定された最大散乱 MLC 照射野サイズより大きい）

治療計画の検証

290 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



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。）

with (at least one of)（次の（少なくとも 1つの）条件が該当します。）

• It is smaller than the depth dose field size range（深部線量照射野のサイズの範囲よ
り小さい）（測定された深部線量照射野サイズより小さい）

• It is larger than the depth dose field size range（深部線量照射野のサイズの範囲より
大きい）（測定された最大深部照射野サイズより大きい）

• It is smaller than the scatter jaw-field size range（散乱ジョー照射野のサイズの範囲
より小さい）（測定された最小散乱ジョー照射野サイズより小さい）

• It is larger than the scatter jaw-field size range（散乱ジョー照射野のサイズの範囲
より大きい）（測定された最大散乱ジョー照射野サイズより大きい）

• It is smaller than the scatter MLC-field size range（散乱 MLC 照射野のサイズの範囲よ
り小さい）（測定された最小散乱 MLC 照射野サイズより小さい）

• It is larger than the scatter MLC-field size range（散乱 MLC 照射野のサイズの範囲よ
り大きい）（測定された最大散乱 MLC 照射野サイズより大きい）

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes> .（最小照射野範
囲拡張は、<GridRes>の 4 倍より小さくなります。）Accuracy of dose calculations may be
limited.（線量計算の精度は制限される可能性があります。）

with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial reso‐
lution”.（<GridRes>は「ペンシルビームカーネルの分解能」または「モンテカルロ空間分解
能」です。）

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>.（最大のビームレットサイズは、
<GridRes>より小さくなります。）Accuracy of dose calculations may be limited.（線量計
算の精度は制限される可能性があります。）

with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu‐
tion”.（<GridRes>は「ペンシルビームカーネルの分解能」または「モンテカルロ空間分解
能」です。）

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution.
（最小照射野範囲拡張は、RTPlan の線量分解能の 4 倍より小さくなります。）Accuracy of
dose calculations may be limited.（線量計算の精度は制限される可能性があります。）

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 <GridRes> .（最小照射野範
囲拡張は、<GridRes>の 4 倍より小さくなります。）Accuracy of dose calculations may be
limited.（線量計算の精度は制限される可能性があります。）

with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu‐
tion”.（<GridRes>は「ペンシルビームカーネルの分解能」または「モンテカルロ空間分解
能」です。）

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 maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>.（最大のビームレットサイズは、
<GridRes>より小さくなります。）Accuracy of dose calculations may be limited.（線量計
算の精度は制限される可能性があります。）

with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolu‐
tion".（<GridRes>は「ペンシルビームカーネルの分解能」または「モンテカルロ空間分解能」
です。）

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 RTPlan's dose resolution.
（最小照射野範囲拡張は、RTPlan の線量分解能の 4 倍より小さくなります。）Accuracy of
dose calculations may be limited.（線量計算の精度は制限される可能性があります。）

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution.
（照射用の直径は、RTPlan の線量分解能の 4 倍より小さくなります。）Accuracy of dose
calculations may be limited.（線量計算の精度は制限される可能性があります。）

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws.（少なくと
も 1 つの閉じたリーフペアで、リーフギャップがジョーによって覆われていません。）Please
check your plan carefully!（計画を慎重にチェックしてください。）
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Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with
the current MLC hardware (Elekta Agility).（一部のリーフ形状が現在の MLC ハードウェア
では放射線学的に正しい表現には小さすぎます（Elekta Agility）。）Please check your
plan and possible manual modifications to the leaf positions carefully!（計画およびリ
ーフの位置へのマニュアルでの変更を慎重にチェックしてください。）

エラーメッセージ

エラーメッセージには以下のようなものがあります。これ以外のエラーメッセージが表示された
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。

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set
uses the "Brainlab on Leksell Headring" localizer.（アライメントセットには「ブレイン
ラボ CT/X 線ローカライザー」を、リファレンスセットには「CT/X 線ローカライザーレクセル」
が使用されています。）This conflict cannot be solved, please change the reference
set.（この不一致は修復できないため、リファレンスセットを変更してください。）

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the
"Brainlab CT Localizer".（アライメントセットはローカライズされていませんがリファレン
スセットは「ブレインラボ CT/X 線ローカライザー」を使用してローカライズされています。）
This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set.（この不一致は修
復できないため、ローカライズ済みのアライメントセットを使用してください。）

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue.（アイソセンター座標が患
者の体組織内にありません。）

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long.（アイソセンタ
ーの座標名 'Coord' は一意でないか、長すぎます。）

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique.（一意でない名前のビームまたは
アークが 3 つあります。）Beam- or Arc names involved are: Beam1, beam1, and BEAM1.（問
題になっているビームやアークの名前は以下の通りです：Beam1、beam1、BEAM1。）Please
modify names accordingly.（適宜名前を変更してください。）(Note: for name comparison
letter case is ignored.（注記：名前を比較する際には大小の文字の区別は無視されます）)

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long.（治療グループ名
'Group'は一意でないか、長すぎます。）

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。）Please make sure you are only using standard ASCII
characters.（標準の ASCII 文字以外を使用していないことを確認してください。）

The name of the beam or arc is empty.（ビームまたはアークの名前が空になっています。）
Please make sure the name contains at least one non-whitespace character（名前には空
白でない文字が 1つ以上含まれているよう、注意してください。）

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。）Please make sure the name does not
contain characters '(' and ')'.（名前に'（'および'）'が含まれないよう、注意してくださ
い。）

The name of the beam or arc contains more than 64 characters.（ビームまたはアークの名
前に 65 文字以上が含まれています。）Please make sure the name does not contain more
than 64 characters.（名前に 65 文字以上含まれないよう、注意してください。）

The machine profile was not validated.（マシンプロファイルのバリデーションが実施され
ていません。）Treatment is not possible.（照射はできません。）

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient
treatment.（アクティブなマシンプロファイルは受け入れ検査用であって、患者治療には使用
してはなりません。）

The ring rotation angle is not valid.（リングの回転角度が無効です。）Treatment is not
possible.（照射はできません。）

The table angle is not valid.（テーブル角度が無効です。）Treatment is not possible.
（照射はできません。）
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The collimator angle is not valid.（コリメータ角度が無効です。）Treatment is not
possible.（照射はできません。）

The gantry angle is not valid.（ガントリー角度が無効です。）Treatment is not possi‐
ble.（照射はできません。）

The gantry rotation range is not valid.（ガントリー回転角度が無効です。）Treatment is
not possible.（照射はできません。）

Danger of table collision.（テーブルのコリジョンの危険性があります。）Please verify.
（検証してください。）

The jaw positions expose the MLC carriage box.（ジョー位置の設定の誤りにより、MLC の筐
体が露出しています。）

The MU per degree value is below machine requirements.（1°当たりの MU 値が装置の要件
を満たしていません。）Please verify.（検証してください。）

The MU per degree value is above machine requirements.（1°当たりの MU 値が装置の要件
を超えています。）Please verify.（検証してください。）

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s).
（目標線量（628.75 s）の照射時間が装置の限界（300 s）を超えています。）Please verify.
（検証してください。）

The MU value is above machine requirements.（MU 値が装置の要件を超えています。）Please
verify.（検証してください。）

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7".（最大リーフ位置は亜照
射野"1"セグメント"7"で超過しました。）

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7".（最大リーフスパンは亜照射
野"1"セグメント"7"で超過しました。）

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1".（最大リーフスパンは亜照射野"1"で超過し
ました。）

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999).（MU 値（10321 MU）は最大許
容 MU 値（9999）を超えています。）(Note: splitting to several portions is not sup‐
ported by the application for this treatment（注記：この照射については、複数への分割
はアプリケーションでサポートされていません）)

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999).（このビーム
の MU 値（10321 MU）は最大許容 MU 値（9999）を超えています。）(Note: splitting to sev‐
eral portions is not supported by the application for this treatment.（注記：この照射
については、複数への分割はアプリケーションでサポートされていません）)

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU
(9999).（このビームの亜照射野の MU 値（10321 MU）は最大許容 MU 値（9999）を超えていま
す。）(Note: splitting to several portions is not supported by the application for
this treatment.（注記：この照射については、複数への分割はアプリケーションでサポートさ
れていません）)

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999).
（このビームのセグメントの MU 値（10321 MU）は最大許容 MU 値（9999）を超えています。）
(Note: splitting to several portions is not supported by the application for this
treatment.（注記：この照射については、複数への分割はアプリケーションでサポートされて
いません）)

Less than 2 arc control points are defined.（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。）Treatment is not possible.（照射はできません。）Use conformal beams
instead.（代わりにコンフォーマルビームを使用してください。）

This plan cannot be exported successfully to DICOM.（この治療計画は正常に DICOM にエク
スポートできません。）The plan uses both, Brainlab m3 MLC (Siemens Full Integration)
and another type of machine.（この治療計画はブレインラボの m3 MLC（Siemens Full Inte‐
gration）と、別のタイプのマシンの両方を使用します。）iPlan RT Dose 4.5.x does not
support this.（iPlan RT Dose 4.5.x はこれには対応していません。）
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This plan cannot be exported successfully to DICOM.（この治療計画は正常に DICOM にエク
スポートできません。）(The treatment group 'Group 1' has no valid prescription data.
（治療グループ'Group 1'に有効な処方データがありません。）Press 'Refresh MU' to update
the prescription.（'Refresh MU'を押して処方を更新してください。）)

This plan cannot be exported successfully to DICOM.（この治療計画は正常に DICOM にエク
スポートできません。）(The prescription 'Isoc. Norm. (unconnected) (A)' is not as‐
signed to a treatment group.（処方'Isoc. Norm. (unconnected) (A)'は治療グループに割り
当てられていません。）Verify that a treatment group has been defined for the target
object.（ターゲットオブジェクトに対して治療グループが設定されていることを検証してくだ
さい。）)

This plan cannot be exported successfully to DICOM.（この治療計画は正常に DICOM にエク
スポートできません。）(Multiple fractionation schemes have been defined for treatment
group 'Group 1'.（治療グループ'Group 1'には複数照射のスキームが定義されています。）
Please contact Brainlab Support for further advice.（詳細についてはブレインラボのサポ
ート部門にお問い合わせください。）)

This plan cannot be exported successfully to DICOM.（この治療計画は正常に DICOM にエク
スポートできません。）(IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.（IMRT ビーム 'IMRT 1'
の MU 値が 0です。）)

This plan cannot be exported successfully to DICOM.（この治療計画は正常に DICOM にエク
スポートできません。）(IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with 0 segments.（IMRT ビーム
'IMRT 1' にあるシーケンスのセグメント数は 0です。）)
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8.8.2 治療計画ステップの終了

概説

Treatment Planning ステップにおける変更が完了したら、次のステップに進めます。

次のステップに進む

Navigator エリアの Go to ...ボタンまたは Next をクリックします。

MU 値計算の更新

図 182 

次の治療計画ステップに進む前に、Refresh MU をクリックして MU 値を更新してください。これ
を忘れると、上記のメッセージが表示されます。

治療計画の使用

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 295



8.9 テンプレートの使用

概説

iPlan RT Dose では、治療計画の設定をテンプレートとして保存することができます。こうする
ことにより、同じ設定を、別の治療ケースに適用することができます。

アプリケーションシナリオ

似たような病変の患者を数多く治療し、この特定の種類の病変を治療するためのプロトコルまた
は「ベストプラクティス」を確立している（例：特定の方向からのコンフォーマルビーム 5 本や
特定のコンフォーマルアーク設定など）場合。このような場合にはこのプランニングのセットア
ップをテンプレートにすることで、お使いの治療計画の設定をスピードアップできます。

IMRT 照射を実施する場合、特定の OAR オブジェクトに対して線量制約値または目標値を設定した
結果、DVH において特定のカーブができます。この場合、これらの決定を Constraint テンプレー
トとして使用できるように設定し、そのためにそのような特定のオブジェクトに簡単に適用でき
るよう、Prescription ダイアログの中で使用可能に設定できます。
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8.9.1 治療計画テンプレートの保存

治療計画テンプレートの保存

治療計画（処方およびビームやアークのセットアップを含む）を完了すると、この治療計画を、
今後の治療に使用するテンプレートとして保存できます。

最終的なテンプレートは治療計画の作成時に選択可能になります（P. 158 を参照）。

テンプレート機能の起動方法

ステップ

1.

テンプレート機能を起動するには、Functions エリアの治療計画名を右クリックします。

2.

コンテキストメニューから Save as plan template ...を選択して Save ダイアログを開
きます。

3. 該当するフィールドで新規のテンプレート名を設定します。

4.
In addition save as Treatment Template（s） separately：このオプションを選択す
ると、現在の治療計画で定義したビームやアークのセットアップが、治療グループの作
成時に選択可能な独立したテンプレートに保存されます（P. 180 を参照）。
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ステップ

5.
In addition save as Constraint Template（s） separately：このオプションを選択す
ると、現在の治療計画で定義した線量制約値が、処方を定義する時に選択可能な独立し
たテンプレートに保存されます（P. 163 を参照）。

6. 選択したテンプレートを作成するには Save をクリックします。

テンプレートに保存されている情報

コンポーネント 機能

治療グループ

• 装置のセットアップ（リニアックの製造元およびモデル、コリメ
ータのタイプ、エネルギーなど）

• 選択されている治療グループのアイソセンター座標が位置付けら
れている、PTV オブジェクト

• 治療グループに対して割り当てられている PTV オブジェクト（P.
177 を参照）

• 照射セットアップ用テンプレートで定義されているビームやアー
クのセットアップ（P. 302 を参照）

処方線量情報（例：PTV
や OAR）

• オブジェクト（PTV/Boost/OAR Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3、
Regular）に対して指定したオブジェクトタイプ

• DVH 上の線量制約値（P. 300 を参照）

• すべての PTV や Boost オブジェクトについて、照射ごとの絶対線
量および処方された照射回数

治療計画の作成時に Load prescription only チェックボックスが選
択されている場合（P. 160 を参照）には上記のアイテムのみが読み
込まれます。

治療計画テンプレートの使用

治療計画に計画テンプレートを適用すると、テンプレートが参照しているオブジェクトが治療計
画内に含まれているかの検索が行われます。

• iPlan RT はまずオブジェクト名を検索します。

• これでヒットしなければ、iPlan RT はオブジェクトタイプを検索します。

現在の治療計画にあるオブジェクト名やオブジェクトタイプが、治療計画テンプレートにあるも
のと一致しない場合、いずれにせよテンプレートを適用したいかどうかを尋ねるメッセージが表
示されます。

欠けたオブジェクトに対してテンプレートが作成しようとする情報によっては、テンプレートが
正しく適用されない（例：テンプレートでは PTV 内に治療グループを配置したいのに PTV が検出
できない）場合があります。

テンプレートの使用
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8.9.2 治療計画テンプレートの管理

概説

一度治療計画テンプレートを作成すると（P. 297 を参照）、これらは専用のダイアログで管理で
きるようになります。

管理ダイアログの開き方

治療計画のテンプレートとして Manage ダイアログを表示する方法は以下のとおりです。

オプション

Create Plan ダイアログ（P. 156 を参照）で P. 158 をクリックします。

Functions タブに一覧表示されている治療計画オブジェクト（RTPlan）を選択し、Plan Tem‐
plates の下にある Manage ボタンをクリックします。

Manage ダイアログ

図 183 

治療計画の管理方法

ステップ

1. Template リストで削除または編集したいテンプレートをハイライトします。

2. ハイライトしたテンプレートをリストから削除するには Remove をクリックします。

3. テンプレートの名称を変えるには Apply をクリックします。

4.
テンプレートのディレクトリーからマニュアルでファイルをコピーまたは削除した場合
には、Refresh Index をクリックしてテンプレートリストを更新します。

5. Manage ダイアログを終了するには Close をクリックします。

注記： 無効なファイル（例：誤ったバージョンやフォーマット）が検出された場合、これらの
ファイルはリストには追加されず、対応するエラーメッセージが表示されます。
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8.9.3 Constraint テンプレート

概説

Prescription ダイアログでは、今後の使用のために現在の線量制約値および目標値の設定をテン
プレートとして保存できます（P. 176 を参照）。

治療計画テンプレートを保存する際に、Constraint テンプレートを別途保存することも可能です
（P. 297 を参照）。

これらの Constraint テンプレートは、処方線量の定義時に選択できるようになります（P. 176
を参照）。

PTV および Boost オブジェクト用 Constraint テンプレート

この種のテンプレートは、3 つの DVH 線量制約値ポイントにおける相対線量と相対ボリュームを
示します。

各ポイントが線量制約値または目標値として定義されているかも示されます。

図 184 

オブジェクトに対して処方された絶対線量や新規 PTV のボリュームにかかわらず、線量制約値ポ
イントは、テンプレート適用時にテンプレート内に保存された比率に応じて設定されます。

PTV に対しては相対線量が、OAR に対しては絶対線量が保存されています。

テンプレートの使用
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他のオブジェクトに対する Constraint テンプレート

図 185 

このテンプレートには、以下のようにガーディアン値と、線量制約ポイントのリストが含まれま
す。

• すべてのポイントにおいて、ボリュームの比率と絶対線量が保存されています。

• ポイントが優先された線量制約であるか、目標値であるかに関する情報も保存されています。

• オブジェクトのボリュームにかかわらず、線量制約ポイントはテンプレート適用時にテンプレ
ートに保存された比率に応じて設定されます。

治療計画の使用
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8.9.4 照射のセットアップ用テンプレートの保存

概説

ビームやアークのセットアップに使用するテンプレートは、治療グループのセットアップ時に適
用できます（P. 180）。

テンプレート機能の起動方法

ステップ

1.

テンプレート機能を起動するには、Functions エリア内で、目的の治療グループを右クリ
ックします。

2.

コンテキストメニューから Save as treatment template ...を選択して Save ダイアログ
を開きます。

3. 各フィールドに Site、Name および Comment を設定します。

4.
Save をクリックすると、選択した治療グループに関するビームやアークのセットアップ
に関する情報を含むテンプレートが作成されます。

注記： 治療計画テンプレートを保存する際に、ビームやアークのセットアップ用テンプレート
を別途保存することも可能です（P. 297 を参照）。
 

テンプレートの使用
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テンプレートに保存されている情報

テンプレートには、各エレメント（ビームやアーク）に対して以下の情報が保存されています：

• ビームまたはアークの名前

• テーブル角度

• 重み付け（IMRT ビーム以外の場合のみ）

• マージン

• コリメータの直径（サーキュラーアーク）

• コリメータ角度

• ガントリー角度（アーク照射の際のガントリーの開始角と停止角）

• オーバーラップ（サーキュラーアークとコンフォーマルアーク）

注記： 角度は IEC 61217 に準拠して保存されます。このテンプレートが、テンプレートの作成
に使用した角度規則とは異なる角度の規則を用いた装置の設定に使用される場合、表示値が異な
る場合があります。ただし、室内における実際の線源位置は同じです。
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8.9.5 照射のセットアップ用テンプレートの管理

概説

一度照射のセットアップ計画テンプレートを作成すると（P. 302 を参照）、これらは専用のダイ
アログで管理できるようになります。

Manage ダイアログを開く

Manage ダイアログを表示するには、Functions エリア（P. 189 を参照）のリスト内にある治療グ
ループを右クリックし、Manage treatment templates ...を選択します。

Manage ダイアログ

図 186 

照射のセットアップ用テンプレートの管理方法

ステップ

1. Template リストで削除または編集したいテンプレートをハイライトします。

2. ハイライトしたテンプレートをリストから削除するには Remove をクリックします。

3. テンプレートの名称を変えるには Apply をクリックします。

4.
テンプレートのディレクトリーからマニュアルでファイルをコピーまたは削除した場合
には、Refresh Index をクリックしてテンプレートリストを更新します。

5. Manage ダイアログを終了するには Close をクリックします。

注記： 無効なファイル（例：誤ったバージョンやフォーマット）が検出された場合、これらの
ファイルはリストには追加されず、対応するエラーメッセージが表示されます。
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8.10 治療計画の内容

概説

特定のプランニングステップでは、独立した Plan Content タブページに現在の治療計画の概要
が表示されます。

Plan Content タブ

図 187 

レイアウト

Plan Content タブは左側のデータツリー、右側の Properties エリアに分割されています。

データツリーのナビゲーション

オプション

データツリーのセクションを展開して患者データの内容を表示するには、対応するアイコンを
クリックします。

データツリーのセクションを折りたたむには、対応するアイコンをクリックします。

データツリー内の項目を選択するには、その項目をクリックします。

治療計画の使用
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オプション

表示されている項目の数に応じて、データツリーの右側にスクロールバーが表示されます。

データツリーの内容

コンポーネント 機能

2D Image Sets インポートした患者データに含まれる X線画像

Image Sets CT、MR や他の 3D 画像データ（PET など）

オブジェクト セグメント化した解剖学的構造や 3D のファイバーオブジェクト

関心ポイント 治療計画用に定義された関心ポイント

RTPlan
治療計画に含まれる治療グループと治療エレメントが RTPlan の下に
列挙されています。

オブジェクトのステータス

ディスプレイのステータスを示すのに下のアイコンを使用します。

ステータス

項目が有効になると、開いた目のアイコンがデータツリーの横に表示されます。

項目が無効になると、閉じた目のアイコンがデータツリーの横に表示されます。

データツリーに有効な項目と無効な項目の両方が含まれる場合は、データツリーの一
番上に半分閉じた目のアイコンが表示されます。

• プランニングビューに表示されないよう、項目を無効にするには、データツリー内の、該当す
る開き目アイコンをクリックします。

• これを再度有効にするには、該当する閉じた目のアイコンをクリックします。

プロパティーの表示

Properties エリアには、今データツリー内で選択されている項目に関する、以下のような追加情
報が表示されます。

• 選択されている項目のイメージビューと追加表示機能（利用可能な場合）

• 項目によって異なる詳細情報

データツリー内の該当項目の横にあるアイコンをクリックすると、今選択されている項目のプロ
パティーを表示できます。

プロパティーの変更

計画内容のある項目のプロパティーを変更するには、データツリー内で、その計画内容の横にあ
るアイコンをクリックします。

Properties ページ

イメージセット P. 484

オブジェクト P. 115

関心ポイント P. 235

治療計画の内容
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Properties ページ

治療計画（RTPlan） P. 161

治療グループ P. 193

治療エレメント P. 196

治療計画の使用
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9 IMRT の最適化

9.1 IMRT とは

概説

強度変調放射線治療（IMRT）は、さまざまな技術を 1 つに組み合わせた治療法です。その目的
は、強度を変調した（または不均一な）照射野をターゲットボリュームに照射することです。指
定した目標線量に従った累積線量分布を作成するために、ビーム強度が調整されます。強度が変
調されたビームは、マルチリーフコリメーター（MLC）が作成する多くのサブビームから成りま
す。

プランニング

従来の治療計画は、フォワードプロセスであり、計画者が必要なビームや線量照射方法を決定し
ます。その後、治療計画ソフトウェアで線量分布が計算されます。

一方 IMRT では、インバースプランニングを実施することが可能です（すなわち、PTV やリスク臓
器に対する目標線量を設定する）。その後ソフトウェアがこれらの目標値を満たす最適な計画を
計算します。iPlan RT Dose はリスク臓器に対する重み付けの異なる（なし、低、中、高）4 種
類の計画を作成します。

線量照射

線量はダイナミック法またはステップアンドシュート法のいずれかで照射できます。

• ダイナミック照射では、治療中、コリメータリーフがスライディングウィンドウ法で自動調整
されます。

• ステップアンドシュート法は、複数の亜照射野を使用して目的の線量を照射します。

線量は PTV の形状に合わせて照射でき、そのために周辺組織やリスク臓器への照射を最小限に抑
えることができることから、IMRT は、リスク臓器に隣接、またはリスク臓器を囲むようなターゲ
ットに特に適しています。

目標値の使用

IMRT では PTV、Boost または Organ at Risk（OAR）のステータスを持つオブジェクトの線量ボリ
ューム制約のみが考慮されます。Boost オブジェクトは PTV の一部ですが、周囲の PTV 組織より
も多くの線量が照射されます。

MLC 形状の整形はビーム設定の定義中に行われます。照射野形状はすべて、定義されたマージン
を使って PTV（CIAO）に応じて最適化されます。

安全上の注意

警告
インバースプランニングでは、指定された目標値や制約値の保持は保証できません。したがっ
て、すべての標準的な確認作業を含め、最終的な検証を実行する必要があります。

警告
強度変調放射線治療はその特殊性ゆえ、最適化、リーフシーケンスの結果や患者固有の測定値の
検証や線量の検証など、特に念入りに品質保証を実施する必要があります。

IMRT の最適化
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IMRT 最適化後の変更

個々の IMRT やハイブリッドアークの治療グループで最適化を実行してから、Treatment
Planning のステップに戻って新規グループを追加することができます。

IMRT 最適化前の準備

• MLC の照射野形状が PTV を完全に被覆することを確認してください。必要に応じ、PTV 全体を
MLC が十分に被覆するように MLC を回転させる必要があります。

• 適切な PTV マージンを選択します。IMRT のアルゴリズムでは、異なるオブジェクトの目標を
可能な限り正確に満たそうとしますが、最適な PTV の conformity index（原体指数）を達成
するための最適化は行いません。

- PTV マージンが大きすぎる場合、CIAO フィールドも大きくなりすぎ、高線量で照射できる
ボリュームが大きすぎるため、conformity index（原体指数）が高くなりすぎます。IMRT
アルゴリズムは CIAO 開照射野のビームフルエンスを最適化します。これは IMRT ビームが
最適化される前に表示される形状です。

- PTV マージンを小さくとりすぎると、CIAO フィールドのビーム半影が PTV 領域とオーバー
ラップします。そのような場合には IMRT アルゴリズムでは、照射野の境界で高線量を使用
して不足している照射野サイズを補う必要があります。こうすることによってまた、不必
要に高線量の領域が生じ、conformity index（原体指数）が高くなります。

注記： PTV マージンが推奨範囲外にあると、IMRT Parameters ダイアログの Information セクシ
ョン内にインフォメーションメッセージが表示されます。
 

IMRT のワークフロー

ステップ

1.

最適化したい治療グループを Functions エリアで選択し、マウスを右クリックしてコン
テキストメニューを表示します。Selected for IMRT Optimization を選択します。

• 最適化済みの治療グループにはチェックマーク①が付いています。

• 最適化がなされていない治療グループには矢印②が付いています。

①

②

2.
Dose Optimization ステップに進むには Next をクリックします。最適化が実施可能なグ
ループを示すダイアログが表示されます。

3. P. 311 に記載のとおりにパラメーターを設定します。

4. P. 319 に記載のとおりに、選択したグループに対して最適化処理を実施します。

5.

Treatment Planning ステップに戻ると以下の操作が行えます。

• 新規治療グループを追加

• 再正規化

• 変更した目標値を使って、再最適化

• 他のオプションの実施

IMRT とは
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9.2 IMRT パラメーターの設定

9.2.1 IMRT Parameters ダイアログ－主な設定

概説

Dose Optimization プランニングステップを開始すると一連のダイアログが表示され、ここでは
策定済みの治療計画で定義されている IMRT の治療グループの線量分布を最適化することができ
ます。

線量の最適化処理に使用されるアルゴリズムはすべて、マルチプロセッサーコンピューターでは
同時に実行できます。このため、入力パラメーターを、特にインバースプランニングの最適化処
理時に、自在に変更することが可能になります。

IMRT Parameters ダイアログ

図 188 

計算グリッド

適応症例に対して十分な精度の線量分布を実現するには Calculation Grid の精細な設定が重要
です。

コンポーネント 機能

PTV Dose Grid Size
最適化処理に含まれる PTV 用にグリッドサイズを設定します。PTV
のグリッドサイズはビームレットのサイズと同じ、またはそれより
小さくなければなりません。

OAR Dose Grid Size
最適化処理に含まれる OAR 用にグリッドサイズを設定します。OAR
のグリッドサイズは PTV のグリッドサイズと同じ、またはそれより
大きくなければなりません。

IMRT の最適化
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コンポーネント 機能

Finer for Small Ob‐
jects

これを有効にすると、選択したオブジェクトのボリュームに合わせ
て標準のグリッドサイズが適応されます。サイズの小さいオブジェ
クトには特に有効です。

選択したオブジェクトは Finer for Small Objects チェックボック
スの下にあるリストに、各ケースに示される各オブジェクトに対し
て使用される実際のグリッドサイズとともに表示されます。

小さな PTV には高精度な計算を、また OAR に対しては大まかな計算を求める場合、頭蓋内治療に
おいては PTV Dose Grid Size を 2.0mm、OAR Dose Grid Size を 2.0mm に設定すると有用です。
デフォルトのグリッドサイズは、RTPlan のプロパティーで定義されたグリッドサイズに設定され
ています。

アドバンス設定

別のダイアログで、その他の線量計算設定を編集できます（P. 315 を参照）。

これらの設定を開くには、Advanced Settings をクリックします。

ビームレットの数

図 189 

Dose Optimization プランニングステップが開始すると、システムはまず、全オブジェクトそれ
ぞれのグリッド情報を計算します。この計算が完了するまでは、Information エリアには n/a
（該当なし）と表示されます。適宜、ビームレットの数や、スプリット照射野や組み合わせリー
フ、最適以下の PTV マージンの使用などの追加情報が表示されます。

使用しているコンピューターの使用可能なメモリー量と速度によっては、極めて細かいグリッド
の設定は制限されます。ただし、選択した MLC の最薄リーフ厚の 2 倍以上のサイズの PTV グリッ
ドを設定できないというアルゴリズム上の制約もあります。

PTV のグリッドサイズがリーフ厚よりも大きい場合には、リーフ 2 つが組み合わせられます。こ
れは Information エリアに表示されます。

安全上の注意

警告
大容量のメモリーを要する極端な値を計算用グリッドサイズに設定するとシステムが不安定にな
ります。

LINAC Specific Settings エリア

LINAC Specific Settings エリアには、使用可能なリニアックのプロファイルを示すリストが含
まれます。装置が 1台のみの場合は、デフォルトで選択されます。

IMRT パラメーターの設定
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図 190 

コンポーネント 機能

Dose Rate
現在の治療グループのリーフシーケンスに望ましい線量率を選択し
ます。

Beamlet Size max.

使用されているビームレットの X 方向のサイズを定義します。シス
テムでは、設定値以下のビームレットのみが使用されることが保証
されています。すべての X 方向のサイズがコンフォーマル形状に最
良の形で適用されます。各ビームレットの Y 方向のサイズは、自動
的にリーフ厚に設定されます。図 191 を参照してください。

ブレインラボでは、ビームレットの最大値を、計算グリッドのサイ
ズと比較して値を小さく設定しすぎないことを推奨しています。サ
イズの値を下げても計画全体の品質向上につながるとは限りませ
ん。

極端に低い値では結果が悪化する可能性があります。これは、個別
のビームレットは計算グリッドポイントに線量を与えないため、こ
れらのビームレットの有効な最適化処理ができないためです。

Align Beamlets

このチェックボックスを有効にすると、すべてのビームレットサイ
ズが Beamlet Size max.で指定されている値に対応します。X 方向の
サイズはすべて同じで、ビームレットの境界が、必ずアイソセンタ
ー（ゼロ）位置に設定されるように位置合わせされます。この機能
は、リーフのオーバートラベルや相互嵌合によるハードウェア上の
制約のある MLC には重要です。

P. 331 を参照。

No. of Overlap Beam‐
lets

オーバーラップしたビームレットは、スプリット照射野にのみ必要
です。

Dynamic/Step-and-Shoot

ダイナミック照射またはステップアンドシュート照射のいずれかを
選択します（P. 309 の解説を参照してください）。IMRT、特にダイ
ナミック IMRT が実行可能かどうかはそれぞれのハードウェアのコン
フィグレーションによって異なります。

セグメント

ダイナミック照射またはステップアンドシュート照射のセグメント
の数を定義します。IMRT、特にダイナミック IMRT が実行可能かどう
かはそれぞれのハードウェアのコンフィグレーションによって異な
ります。

Use Tongue-and-Groove
Optimization

このチェックボックスを有効にすると、セグメントサイズを、隣接
するリーフペアの開口部に合わせて最適化するために適切なリーフ
の同期ができます。

最適化済みの照射と、最適化未実施の照射では大きな差が見られる
ため、ブレインラボではこのオプションを有効にすることを推奨し
ています。

P. 330 を参照。
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ビームレットのサイズ

図 191 

安全上の注意

注意
PTV への過少照射が生じないための、タングアンドグルーブ効果の最適化の必要性は、検証工程
にて決定されます。

警告
技術的に、閉じたリーフペアをジョーの後背で動かすことができない場合があります。ユーザー
はジョーの後背に閉じたリーフペアが配置されているかをダブルチェックしてください。そうし
なければ、ユーザーは自身の判断で、この結果生じる漏れ線量が許容可能かを決定しなければな
りません。

IMRT パラメーターの設定
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9.2.2 IMRT Parameters ダイアログ－アドバンス設定

アドバンス設定の方法

IMRT Parameters ダイアログの Advanced Settings をクリックしてこのダイアログを表示しま
す。

図 192 

正常組織の制限設定エリア

Use Normal Tissue Restriction チェックボックスを有効にすると 2 つのマージンを編集してす
べての PTV の周囲にバーチャルオブジェクトを作成できます。

①

②

図 193 

コンポーネント 機能

Normal Tissue Dose
Grid Size

計算に使用するグリッドサイズを定義します。デフォルトの値は
PTV グリッドサイズの 2 倍の大きさです。少なくとも OAR Dose Grid
Size と同等以上のサイズは必要です。

Margin around PTV w/o
restriction

制限されていないすべての PTV の周囲に領域を（ミリ単位で）設定
できます（①）。PTV の境界線付近の線量勾配の落とし込みを可能

にするために、この領域へは高線量が照射されます。

IMRT の最適化
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コンポーネント 機能

Margin around PTV with
Restriction

リスク臓器として扱われている PTV の周囲の領域を設定できます
（②）。

Margin around PTV with restriction で定義されている領域を無視
するには Use Outer Contour チェックボックスにチェックマークを
入れます。こうすると設定した外輪郭の内側の体組織すべてが使用
されます。

Sharp Edge Smoothing エリア

Sharp Edge Smoothing エリアの Filter Parameter スライダーを使って、フルエンスの変動用の
値を定義します。

Filter Parameter は最適化処理に当たって非常に重要なインプットパラメーターです。値が高け
れば高いほど、1 つのリーフペアが作成するビームレットに沿ったフルエンスの変動が滑らかに
なります。選択可能な範囲は 1～5%です。慎重に適用すれば、全範囲が有効です。しかしなが
ら、高い値は好ましくない結果を生む場合があります。このパラメータに関する詳細の解説につ
いては、P. 328 を参照してください。

図 194 

Hot Beamlet Restriction エリア

Hot Beamlet Restriction エリアでは、高線量制限の最大パーセンテージを定義できます。

計算結果に多くの高線量ビーム（入射領域の線量が特別に高い場合など）が表示された場合に
は、最適化計算中にこの高線量域を制限することができます。処理工程の初めに、システムはコ
ンフォーマルビーム照射治療に匹敵する治療に必要な MU 値を計算します。ここで設定するパラ
メーターは、IMRT 計算で算出される MU 値のうち、最大何パーセントが標準コンフォーマルビー
ム照射の MU 値を超えることを許可するかを決定します。極端に低い値は条件を満たすことが難
しい場合があり、不十分な結果につながるおそれがあります。

図 195 

Hot Beamlet Restriction エリアの IMRT MU Result above Conformal Beam MU w/o IMRT スピン
ボックスを使って高線量域を制限する最大パーセンテージを調整します。

• 該当するビームレットに関する情報は、治療計画の最適化中に Dual Mix タブに表示されます
（P. 319 を参照）。

• ビームレットの重みの最大値を下げるには、Normal Tissue Restriction ではなく Hot
Beamlet Restriction パラメーターを使用してください。高線量域の削減は、この制限機能を
使用するのが最適です。制限のマージンを使って PTV を拡大するよりも望ましい方法であり、
計算も短時間で済みます。

IMRT パラメーターの設定
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9.2.3 IMRT Prescription ダイアログ

概説

IMRT Parameters ダイアログで設定を決定して Next をクリックすると、IMRT Prescription ダイ
アログが表示されます。

IMRT Prescription ダイアログでは、処方線量のパラメーターを検証したり、これを必要に応じ
て変更できます。たとえば、IMRT の線量最適化処理に含めたいセグメント化した各 PTV、OAR ま
たは Boost オブジェクトに対する線量体積への目標値を設定できます。

PTV の処方線量

図 196 

このダイアログの設定については P. 163 で解説しています。

OAR の処方線量

図 197 
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OAR への目標線量値に加え、PTV が OAR とオーバーラップする場合にはさらに Overlap Guardian
も指定することができます。

IMRT パラメーターの設定
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9.3 最適化の実施

概説

Dose Optimization 画面の Planning エリアには、Dual Reconst、Dual Mix、Dose Overlay およ
び Plan Content タブがあります。

安全上の注意

警告
治療計画を IMRT 用に最適化した後に治療計画（例：ボクセルオブジェクト）を変更すると、初
めの IMRT の結果の品質が変わる可能性があります。このため、改めて最適化を行うことが推奨
されています。

警告
IMRT の最適化を行う前に、ビームズアイビューでジョーの設定を検証して、PTV がジョーに被覆
されていないことを確認してください。

IMRT の最適化
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9.3.1 Dual Mix タブ

最適化計画

ブレインラボの IMRT は、複数の計画を比較した上で最適な計画を選択できるという点が、標準
の IMRT とは異なります。4 つの代替治療計画が作成され、これらをプランニングビューで比較す
ることができます。

Plan リスク臓器への重み付け

OAR High 高

OAR Medium 中

OAR Low 低

PTV Only なし

Dual Mix タブ－メインスクリーン

①

②

③

図 198 

No. コンポーネント

① イメージスライス

② フルエンスマップ

③ 線量体積ヒストグラム

治療計画の比較

治療計画を比較するには、Comparison と Selection スライダーを使用します。

スライダー 解説

比較
選択した治療計画のフルエンスマップ、スライスおよび DVH が画面の左側に表
示されます。

最適化の実施
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スライダー 解説

Selection
選択した治療計画のフルエンスマップ、スライスおよび DVH が画面の右側に表
示されます。

線量分布

選択した各治療計画の線量分布は、Show Dose ボタンをクリックして、スライスビュー内で表示
します。P. 213 を参照。

スライスビューの倍率を変更するには Zoom In/Out 機能を使用します。再度センタリングされる
ことはありません。

各ビームのフルエンスマップの表示方法

Functions エリアの Status Display スライダーを使用して、ステータスディスプレイを切り替え
て各ビームのフルエンスマップを表示することができます。

フルエンスマップ

フルエンスマップは選択されているそれぞれの治療計画用に表示されます。

これらのフルエンスマップは、最適化処理の間中、実際のフルエンス分布を表示しながら、随時
更新されます。さらに、反復処理の回数、算出された照射野ごとの MU 値の数も表示されます。

フルエンスマップでは、色の濃い領域は照射されるビーム強度が高い領域です。ビームの強度が
低い領域の色は薄く表示されます。MLC からの透過線量の影響で、周囲の領域でも真っ白ではあ
りません。

再構成画像の倍率を変更するには Zoom In/Out 機能を使用します。同時に、ビュー内の十字形の
位置を設定することにより（十字形付近でマウスを左クリック、目的位置へドラッグ）、重要領
域をより正確に表示することが可能になります。

DVH

選択した各治療計画の、OAR、PTV および Boost オブジェクトそれぞれの DVH を表示できます。

ステップ

オブジェクトの DVH を表示するには、Status Display の下のリストからそのオブジェクトを選
択します。

正確な DVH 値は、フォワード計算が確定すると、Dual Mix タブの、ビューの下部にある 2 つの線
量体積ヒストグラムに表示されます。これらを表示するには、マウスを対応する DVH グラフに移
動します。

この機能は、ツールバーの Open DVH Dialog ボタンで起動する線量体積ヒストグラムのものと類
似しています。詳細については、P. 219 を参照してください。

DVH の表示は、現在のステータスに応じて定期的に更新されます。計画を確定すると、線量分布
の結果が表示されます。

警告
最適化処理の初期結果をそのまま最終計画の比較や決定に使用してはなりません。フォワード計
算の結果を使用してください。

結果の選択方法

最適化処理の最終結果が得られたら、結果（OAR High、OAR Medium、OAR low、および PTV
only）を Select Result エリアのドロップダウンリストから選択します。

MLC の照射野形状が PTV を完全に被覆することを確認してください。選択した MLC が PTV に対し
て適切であること、つまり MLC の照射野形状が PTV を十分に被覆できるサイズであり、リーフサ
イズが PTV の形状に合うことも検証してください。コリメータ回転角度の検証と、照射野を分割
している場合には、隣接するスプリット照射野が PTV 全体を被覆していることの検証を行ってく

IMRT の最適化
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ださい。輪郭描画した PTV が MLC 開口部内に収まらない場合には、ソフトウェアでは、不当に高
い MU 値を計算して処方を実現しようとします。

等線量設定は Show Dose ボタンをクリックすると検証用に表示することができます。IMRT の等
線量表示は、標準の照射ビューのものと同じです（P. 213）。

Current Calculation エリア

Current Calculation エリアの各オプション：

オプション 解説

Accept
計算中に最適化計算を確認、保存し、次の最適化処理に進むことができます。こ
のボタンは計算の最中にのみ使用可能です。

Skip
計算中に最適化計算をキャンセル、削除し、次の最適化計算に進むことができま
す。このボタンは計算の最中にのみ使用可能です。

Finish
結果が十分満足なものであった場合には、クリックして、計算中に次の最適化計
算に進まずに、最適化計算を完了することができます。このボタンは計算の最中
にのみ使用可能です。

Remove
最適化計算が完了すると、ボタンが表示され、これを使って不要な結果を削除で
きます。

警告
最適化計算が不完全な IMRT 治療計画を治療に使用してはなりません。

PTV only の最適化計算の際には他の最適化計算へのインプットとして完全なデータが求められる
ため、Accept 機能や Skip 機能は適用されません。

Prescription エリア

コンポーネント 機能

Change Objectives

IMRT Prescription ダイアログ（P. 317 を参照）を開いて IMRT による
線量の最適化に使用する目的線量を変更できます。OK をクリックすると
関連ある結果のみが最適化されます。スキップまたは削除された結果は
変更されません。

Restart
グリッドサイズの変更などを含め、最適化計算全体を再スタートできま
す。

フォワード計算

最適化計算の比較では、まずインバースプランニングにより最適化計算が実施され、次にフォワ
ード計算で現実的な結果を出力します。

インバースプランニングが終了すると、リーフシーケンス制御ルーチンが動作し、ビームレット
の重み付けに関する極めて正確なフルエンスマップが作成されます。フルエンスマップは、ペン
シルビーム線量アルゴリズムを使った線量分布の計算に使用されます。これは、確度の高い結果
にかなり近いデータを算出するため、治療計画の比較や治療計画の基本として使用するべきで
す。

フォワード計算のステータスは、線量分布を見ると分かります。線量表示は標準の線量表示に相
当するものです。フォワードプランニングがすべて確定したら、Dual Reconst、Dual Mix と
Dose Overlay タブを使ってさまざまな結果を比較することができます。

最適化の実施
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9.3.2 Dose Overlay タブ

Dose Overlay タブ

図 199 

Dose Overlay タブには、現在のスライスセットを示す 3 つのビューと、選択した結果／オブジェ
クトのボリュームの線量体積ヒストグラムおよび線量率を示します。
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9.3.3 Dual Reconst タブ

Dual Reconst タブ

Dual Reconst タブには、選択した各方向と選択した結果のスライスビューが表示されます。

図 200 

治療計画の比較

治療計画を比較するには、Comparison と Selection スライダーを使用します。

スライダー 解説

比較 選択した治療計画の 3つのスライスビューが画面の左側に表示されます。

Selection 選択した治療計画の 3つのスライスビューが画面の右側に表示されます。

ビューオプション

ボタンは各画像の左上にあります。

• Full Screen はスライスをフルスクリーンで表示するのに使用します。

• Open DVH Dialog はオブジェクトの DVH を表示するのに使用します。メインスクリーンに表示
されるオブジェクトのリストとは異なり、直接 IMRT のプロセスの一部ではないオブジェクト
の DVH もチェックできるように、DVH ダイアログにはすべてのオブジェクトが表示されます。

線量分布の比較方法

ステップ

1. 各スライス内の線量分布を表示するには、線量表示ボタンをクリックしてください。

2.
計算結果の違いに応じた線量分布の違いを表示するには、Comparision スライダーや
Selection スライダーから結果を選択します。

3.
ドロップダウンリストから治療計画を選択すると、さらに進んだステップに使用できま
す。

最適化の実施
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ステップ

4.
線量の最適化に完全に満足できたら、Treatment Planning タスクに進み、必要に応じて
MU 値の調整を行ってください（P. 151 を参照）。

注意
プランニングのデータはすべて治療計画に保存されるため、治療計画が完了したら、IMRT の一時
キャッシュファイルはすべて、Windows Explorer の一時フォルダーからマニュアルで削除してか
まいません。これらのキャッシュファイルは、最適化の処理速度を上げることのみが目的である
ため、削除してもかまいません。未使用のキャッシュファイルは、2 週間経つとデフォルトで自
動的に削除されます。

警告
使用しているプランニングシステム、R&V システムとリニアックの組み合わせによっては、セッ
トアップ用の光照射野を、すべての IMRT リーフシーケンスの 1 つ目のセグメントとしてエクス
ポートできます。これを使って、MLC のリーフシーケンスとビーム角度の相関関係と、MU 値の設
定の検証が可能になります。このセットアップ光照射野は、線量照射コントロールシステムの持
つ制約により、予測以上に高い線量をもたらす可能性があります。

IMRT の最適化
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9.4 IMRT アルゴリズム

概説

コンフォーマルビーム治療とは対照的に、強度変調放射線治療（IMRT）では不均一な強度分布の
ビームを使用します。強度分布は、インバースプランニングアルゴリズムを使って計算され、標
的体積およびリスク臓器の最適化目標をできる限り正確に実現するように最適化されます。ビー
ムの変調はマルチリーフコリメーターで動作するリーフのシーケンスを計算することによって実
現します。

アルゴリズムに関する情報

iPlan RT Dose IMRT に使われるアルゴリズムは、いくつかのサブグループに分けることができま
す。

• 事前計算（オブジェクトおよびビームレットの計算、P. 327 を参照）

• インバースプランニングによる最適化（複数の結果を伴う、P. 328 を参照）

• リーフシーケンス（最適化計算中または最適化計算後に使用、P. 330 を参照）

• フォワード計算（P. 332 を参照）

ペンシルビームアルゴリズムは、マルチリーフコリメーターにより照射された強度変調ビームの
最終線量を計算するために使われます。各ビームについて 2 次元の強度プロファイルまたはフル
エンスマップが、必要に応じリーフ漏れ線量およびリーフの動きを考慮しながら、小さなセグメ
ントから集計されます。

IMRT アルゴリズムでは、異なるオブジェクトの線量制約を可能な限り実現するために、他の治療
グループですでに使用可能な線量分布や、インポートした線量ボリュームを計算に入れ、IMRT ビ
ームを最適化します。

次に各ビームのフルエンスマップ φ0 が、ペンシルビームカーネルに取り込まれ、IDD（Ideal

Dose Distribution）が計算されます。全ビームが放射する総線量の計算は、補正した不均質フ
ルエンスマップを用いたコンフォーマルビーム治療における線量計算に類似しています。

フルエンスマップの例

これは PTV の輪郭とリーフ位置を用いたフルエンスマップの例です。

図 201 
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9.4.1 事前計算

ボクセルの相関

①

②
③

④

図 202 

No. コンポーネント

① 正常組織

② OAR

③ PTV

④ Boost

外輪郭の内側のすべてのボクセルの関係は以下のとおりです。

• Boost にあるすべてのボクセルは Boost ボクセルである

• PTV の全ボクセルから Boost を引くと PTV ボクセルである

• OAR のすべてのボクセルは OAR ボクセルである

• PTV と OAR がオーバーラップしているエリアにあるボクセルはすべて、OAR オーバーラップの
ガーディアン設定に応じて扱われる（P. 317 を参照）。

• 正常組織領域にあるすべてのボクセルは正常組織ボクセルである

詳細については Gおよび Hの節の Wu2000 を参照してください。

ビームレットの事前計算

ビームレットの計算手順は次のとおりです。

• 指定されたマージンを使って、対応する PTV 周囲の各照射野について適切な形状を計算する。
OAR 情報は使わない。

• ビームレットのグリッドサイズを使って形状を小さなビームレットに分割する。形状は「丸
め」によって拡大されることがある（上限を設ける）。

• オブジェクトボクセルすべての中心およびすべてのインバース CIAO（Complete Irradiated
Area Outline）について、初期線量の影響を計算して透過補正に使用される。

• すべてのオブジェクトボクセルの中心およびすべてのビームレットについて、初期線量の影響
が計算される。この線量の影響が一定の閾値に満たない場合には、インバースプランニングに
よる最適化計算には直接考慮されない。

個別のビームレットについての線量計算には、CIAO の等価矩形照射野に対するペンシルビーム法
による計算が採用されます。これはインバース計算とフォワード計算とを対応させるのに最良の
方法です。
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9.4.2 インバースプランニングによる最適化処理

概説

インバースプランニングエンジンは、最尤推定法（Maximum Likelihood Estimator（MLE））と
動的変化ペナルティー機能とを組み合わせて作成した動的ペナルティー尤度アルゴリズム
（Dynamically Penalized Likelihood algorithm）（DPL アルゴリズム、Llacer1997 年）を使用
します。Bayesian 平滑化制約も標的関数に適用します。

アルゴリズム

DPL アルゴリズム用標的関数（対数に似た形式）は次のように表されます。

B a( ) Fijaj di Fijaj
j
 
 
 

di!( )log–log+
j
–

wiβ i Fijaj si–
j
 
 
  2

α aj λ kak
k Nj∈
–

 
 
  2

j
–

i S∈
–

i D∈
=

最適化ルーチンの目標は、ビームレットのフルエンスのベクトルを見つけることにあります。

a aj( )=

そして、この標的関数を最大化します。これらのフルエンスにボクセル i 上のビームレット j の
インフルエンス Fij に aj をかけてビームレット全体について合計すれば、線量領域 ΣjFijaj へのフ

ルエンスの投影が求められます。最適化計算の制約では、PTV（D）内のすべてのボクセルについ
て希望線量値 di および si、ならびに高感受性の組織（S; OAR）をそれぞれ定義します。

Llacer の 1997 年の論文に述べられているように最大化が繰り返し行われます。このプロセスに
ついてペナルティー化パラメーター βi は、OAR 領域においてのみ定義されており、最大化を繰り

返すごとに更新されます。iPlan RT が出力する 4 件の最適化結果の間の差異は、このペナルティ
ー化パラメーター βi の重み付け w によって決まります。重み付け wi そのものは、他 3 つの重み

付けの積です。

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

最適化計算の段階における OAR の優先順位に応じて（p = 0:"OAR Low", p = 1:"OAR Med"およ

び p = 2:"OAR High"）、重み付けは以下の式で調整され、

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi は、0 と 1 の間に wguardian_i を有する特定の OAR オブジェクト用に選択されている OAR ガーデ

ィアンにも依存します。66%の OAR ガーディアンはガーディアンの重み付け 0.66 に対応します。
ペナルティー化パラメーター wi は、OAR の目標値が優先されるものとみなされると、さらに増加

します。優先される場合には wpriority_i は 100 です。そうでない場合には 1です。

この式の最後の項は、フィルター操作用の一種の Bayesian ペナルティー関数です（Llacer
1998）。ビームレット j のフルエンスの、その隣のビームレット Nj にあるビームレットのフルエ

ンスからのずれが、このペナルティー項です。隣接するビームレットの影響は、パラメーター λk
で重み付けされます。最適化結果の全体的な平滑さは、上記の式で α で表される、シャープエッ

ジ平滑化（Sharp Edge Smoothing）用のフィルターパラメーターを使って調整できます（インバ
ースプランニングウィザードを参照）。

結論

この式からもわかるように、結果の柔軟性は、ほとんど、非常に具体的な線量制約の設定値を用
いたことによるものです。事実、各ボクセル用の制約条件は、各最適化計算のステップの前に動
的に修正することができます。この方法では、あらゆる形式の制約条件定義関数が使用できま
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す。iPlan RT では、制約条件の設定は、DVH（最適化計算の目標値）における線量体積の複数の
組み合わせの定義に限られています。

この最適化法の非常に重要な利点は、最適化中に上記の Bayesian フィルター処理を使うことに
あります（Llacer 1998）。平滑化は、ビームレットの隣接関係を使ってリーフ走行方向のみで
行われます。

最適化中のホットな（非常に高強度の）ビームレットが発生する機会を減らすために、本手順で
は高強度ビームレットの制限（上限）が設けられています。これはアルゴリズムのフルエンス値
の割り当てに制限を加えるものです。高強度ビームレットの制限は対応するコンフォーマル照射
野に関係があり、したがって各ビームについて組織内の深度を考慮に入れています。

IMRT の最適化
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9.4.3 リーフシーケンス

概説

リーフシーケンス制御は以下のパートに分かれます。

• フルエンスを照射するためのリーフ動作

• タングアンドグルーブ効果の最適化

• 透過計算

• 必要な場合は MLC の相互嵌合（Interdigitation）を回避

リーフ動作

タングアンドグルーブ（TAG）効果の最適化は各リーフ対の動作開始と同期します。照射の前後
では、すぐにリーフ対がプライマリージョーの後ろに移動します。

• TAG 効果の最適化を行わない標準手順では、リーフ対すべてが同時に開始します。

• これとは対照的に TAG 効果の最適化では、セグメント当たりの最大隣接照射野のサイズが自由
に設定できるように最適な開始点が計算されます。

タングアンドグルーブ効果の最適化

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

図 203 

No. コンポーネント

① リーフ対

② リーフ運動方向

③ 基本フルエンスマップ

④ 照射（TAG 効果なし）

IMRT アルゴリズム
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No. コンポーネント

⑤ 照射（TAG 効果あり）

⑥ セグメント（MLC リーフのタイミング）

TAG 効果の最適化について

TAG 効果の最適化結果が各照射野に対する照射量全体の計算に使用されます。この照射量は、各
照射野の最大強度が表す初期照射量と特別な関係にあります。この関係は、正しい透過線量を計
算するために、インバースプランニングプロセスに取り込まれ、より精度の高いフォワードプラ
ンニングが作成できるようになります。

制約

特定の放射線治療システムの性能により、最適化したフルエンス分布がリーフシーケンスに完全
に再現されるとも限りません。お使いの MLC に、リーフの入れ子ができない、リーフの重なりに
制限がある、スタティックリーフギャップがあるなどのハードウェア上の制約がある場合（例：
Siemens 3-D MLC や Elekta MLCi）、単独セグメントの形状が希望どおりにならない場合があり
ます。これらはハードウェア上の制約であるため、リーフシーケンス制御の実施には入れ子ので
きない MLC やスタティックリーフギャップに対しては特別な最適化処理が含まれる（フラグポー
ル最適化）ものの、克服できるものではありません。
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9.4.4 フォワード計算

基本の概要

フォワード計算は、リーフシーケンス制御を基準としていますが、ペンシルビーム線量アルゴリ
ズムではこの目的ではフルエンスマップを使用します。最終のフルエンスマップは、ダイナミッ
クリーフシーケンスをも含む、実際のリーフの動きをシミュレートする方法で作成されます。

ステップアンドシュート方式では、さまざまなセグメントを上に積み重ねていきます。一方ダイ
ナミック照射では、リーフのリニアな動きをシミュレートし、正しい開度スパンを正確に設定し
ます。

これらの手順はすべて、非常に細いグリッド上で実施され、最終的にペンシルビームグリッド
（カーネルサイズ）に変換されます。

最終的な検証計算には、モンテカルロアルゴリズムも使用できます。

ペンシルビーム線量アルゴリズムやモンテカルロアルゴリズムの詳細については、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。

IMRT アルゴリズム
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9.5 アーク用リーフ形状の最適化

9.5.1 概要

概説

ハイブリッドアーク照射では、アーク用リーフ形状の最適化が実施できます。これは強度変調放
射線治療（IMRT）と密接に関係しています。IMRT 照射では、PTV およびリスク臓器のために、イ
ンバースプランニングで策定した特定の目標値に準じて、少しずつビーム形状を変えながらビー
ムを照射することが目的です。

IMRT とは異なり、ビーム強度はガントリー位置が固定されている間は変更せず、アークの動作中
に変更されます。アーク用リーフ形状の最適化のアルゴリズムでは、ダイナミックコンフォーマ
ルアーク用の、最適化された計画形状を計算して特定の目標値を満たします。

技術

ダイナミックコンフォーマルアーク照射ではアークの動作中にリーフの適応を行います。そのよ
うなアークはそれぞれ、ガントリーの開きが 10°刻みのコントロールポイントを使用し、それが
このビーム方向に固有の計画形状を指定します。MLC リーフは、MLC リーフ動作の、マシン固有
の制約を考慮しながら、さまざまな計画形状に適合します。

アーク用リーフ形状の最適化技術により、あらかじめ定義されている IMRT 目標値を実現する、
そのような計画形状を決定します。

アーク用リーフ形状の最適化は複数のコプランナー IMRT ビームを最適化するのに似ています。
まずビームのフルエンスが最適化され、次にこれらのフルエンスがリーフ形状に変換されます。
アーク用リーフ形状の最適化では以下が実行されます。

1. 各コントロールポイントのビーム形状が、アーク固有のフルエンスのビームレットに分割され
ます。

2. 最適化のアルゴリズムでは、他のすべてのコントロールポイントを考慮するに当たって、目的
の目標値を実現するために、各個別のコントロールポイントの最適なフルエンスパターンを決
定します。IMRT のフルエンスパターンと異なり、アーク用リーフ形状の最適化フルエンスで
はフルエンスビームレットレベルは、完全に照射、またはまったく照射しないかの 2 種類しか
使用されません。以下の図は、あるコントロールポイントにおける、アーク用リーフ形状の最
適化処理におけるフルエンスパターンを示します。

図 204 

3. コントロールポイントの最終的なフルエンスパターンは、特定の計画形状を作成するのに使用
されます。

4. MLC リーフは、MLC リーフ動作の、マシン固有の制約を考慮しながら、最適化された計画形状
に適合します。

アーク用リーフ形状の最適化パラメーターの調整

最適化処理の結果（OAR が低・中・高の優先度で保護された場合）は治療グループのコンテキス
トメニューから選択できます。
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アークビームレットの分解能は最も小さな PTV ボリューム、および調整された線量計算用グリッ
ドサイズによって決まります（P. 217 を参照）。

PTV および OAR 用の、インバース最適化計算グリッドのサイズは、RTPlan のプロパティーで定義
されているグリッドサイズに設定されています（P. 205 を参照）。

警告
インバースプランニングでは、指定された目標値や制約値の保持は保証できません。したがっ
て、すべての標準的な確認作業を含め、最終的な検証を実行する必要があります。

最適化した計画形状の調整

ハイブリッドアーク照射においてアーク用リーフ形状や IMRT を最適化した後にも、計画形状を
修正して最終的な線量分布をさらに微調整することができます。

注記： 計画形状を、初期の、最適化されていない形状にリセットするには、アーク用リーフ形
状の最適化結果をリセットする必要があります。アーク用リーフ形状が最適化されたハイブリッ
ドアークの場合、計画形状に加えられたマニュアルの変更を初期の最適化された計画形状にリセ
ットすることはできません。
 

アーク用リーフ形状の最適化

334 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5





brainlab.com

Art-No: 60912-74JP

*60912-74JP*



iPLAN®
RT
バージョン 4.5

クリニカルユーザーガイド, 第 2/2 巻
Rev. 1.5

Copyright 2015, Brainlab AG Germany. All rights reserved.





目次

概説 ....................................................................................... 15

お問い合わせ先、リーガルインフォメーション ............................................... 15

お問い合わせ先 ..............................................................................15

リーガルインフォメーション ..................................................................16

マーク ....................................................................................... 18

本ガイドで使用するマーク ....................................................................18

使用目的..................................................................................... 19

システムの使用 ..............................................................................19

医療機器との適合性.......................................................................... 20

ブレインラボ製医療機器 ......................................................................21

ブレインラボ製ソフトウェア ..................................................................22

他社製装置 ..................................................................................24

他社製ソフトウェア ..........................................................................25

他社製医用ソフトウェア ......................................................................27

トレーニングとドキュメンテーション ........................................................ 28

ドキュメンテーション........................................................................ 29

サードパーティー製ハードウェアでの iPlan RT の使用........................................ 30

安全上の注意 ................................................................................ 32

iPlan 用ワークステーションのセットアップ .............................. 35

システム仕様 ................................................................................ 35

ワークステーションの基本 ....................................................................35

ディスクおよびネットワークドライブ.......................................................... 36

リモートカスタマーサポート ..................................................................37

iPlan RT の使用 ...................................................................... 39

ソフトウェアの起動.......................................................................... 39

アプリケーションへのアクセス制限 ............................................................41

治療計画の概要 .............................................................................. 43

プランニング画面の基本 ..................................................................... 44

Navigator エリア ............................................................................46

Functions エリア ............................................................................48

一般のツールバーと機能ボタン............................................................... 49

治療計画の保存 .............................................................................. 52



iPlan RT の終了.............................................................................. 54

患者データの読み込み.............................................................. 57

データの読み込みとインポート............................................................... 57

ウィザードページの読み込みおよびインポート ..................................................59

画像データの読み込み........................................................................ 61

アーカイブの選択 ............................................................................65

患者の選択 ..................................................................................66

スタディーの選択 ............................................................................68

治療計画の選択 ..............................................................................69

選択したデータの読み込み ....................................................................71

ログファイル ................................................................................ 72

サーフェイスセグメンテーション.............................................. 73

サーフェイスセグメンテーションとは ........................................................ 73

使用可能な機能の概要........................................................................ 75

補正パラメーターの設定 ..................................................................... 77

HU（ハンスフィールド値）から ED（電子密度）への変換 .........................................79

患者の体組織検出のための HU 閾値の調整....................................................... 81

組織モデルの分解能の調整 ....................................................................82

線量分解能の調整 ............................................................................83

治療タイプの設定 ............................................................................84

テーブルトップの設定........................................................................ 85

スキャンおよび治療の方向 ....................................................................88

リファレンスセットの変更 ................................................................... 89

リファレンスセットの選択 ....................................................................90

リファレンスセットとアライメントセットの指定による影響 ......................................91

リファレンスセットの例 ......................................................................94

リファレンスポイントの設定 ................................................................. 97

輪郭情報の調整 .............................................................................. 98

外輪郭 ......................................................................................98

内輪郭 .....................................................................................100

体組織の表示と補正 .........................................................................102

ボーラスおよび他の 3Ｄオブジェクトの追加................................................. 104

ボーラスの自動定義 .........................................................................104

特定の HU レベルの指定 ......................................................................106

3D オブジェクトの削除 ...................................................................... 107

サーフェイスセグメンテーションの完了 ..................................................... 108

オブジェクトの作成................................................................ 109

オブジェクトの作成とは .................................................................... 109

メインスクリーンの概要..................................................................... 110



オブジェクトリストの作成 .................................................................. 112

空のオブジェクトの作成..................................................................... 112

オブジェクトリストについて................................................................. 115

オブジェクトのマニュアルセグメンテーション .............................................. 117

Brush 機能を使ったオブジェクトコンテンツの設定 .............................................118

SmartBrush 機能を使ったオブジェクトコンテンツの設定 ........................................119

Draw Sphere 機能を使ったオブジェクト内容の設定 .............................................120

Auto Fill 機能と Interpolation 機能 .........................................................121

X 線画像用のオブジェクト作成 ............................................................... 123

オブジェクトのオートセグメンテーション................................................... 126

バウンディングボックスを使用したバンド閾値の調整 ...........................................127

マスクオブジェクトを使ったバンド閾値の調整 .................................................129

既存のオブジェクトの修正 .................................................................. 131

Brush 機能と Eraser 機能 ....................................................................132

SmartShaper ................................................................................134

スライスセット間のオブジェクト転送 .........................................................136

アドバンスオブジェクト処理 ................................................................ 138

オブジェクトの拡大縮小..................................................................... 139

オブジェクトのマージ .......................................................................142

オブジェクトの分割 .........................................................................144

Role Reassignment 機能 .....................................................................146

4-D データシミュレーション ................................................................ 147

概要....................................................................................... 147

オブジェクト作成の終了 .................................................................... 149

概要....................................................................................... 149

治療計画の作成 ...................................................................... 151

治療計画について ........................................................................... 151

治療オプションの比較 .......................................................................152

メインスクリーンの概要..................................................................... 154

線量関連ツールバーとビュー機能 .............................................................156

新規治療計画の作成......................................................................... 158

概要....................................................................................... 158

計画作成のオプション .......................................................................160

治療計画のプロパティーの変更 ...............................................................161

処方線量の定義 ............................................................................. 163

概要....................................................................................... 163

処方タイプの選択 ...........................................................................165

オブジェクトタイプの指定 ...................................................................166

各 PTV および Boost オブジェクトへの処方線量の定義 ...........................................167

OAR オブジェクトの線量制約値の定義 .........................................................169

線量体積ヒストグラムの確認................................................................. 171

線量制約値および目標値の定義 ...............................................................173

既存の処方の変更 ...........................................................................177

Normalization ポイントに対する処方 .........................................................179



治療グループの追加......................................................................... 180

概要....................................................................................... 180

IMRT 治療グループまたはハイブリッドアーク治療グループの最適化 ..............................185

治療グループの編集 .........................................................................189

治療グループプロパティーの変更 .............................................................193

治療エレメントの編集 .......................................................................196

治療エレメントおよびコリメータの最適化 .....................................................201

治療グループとエレメントのロック ...........................................................203

線量計算.................................................................................... 205

モンテカルロおよびペンシルビームアルゴリズムについて .......................................208

モンテカルロ計算 ...........................................................................209

ペンシルビーム計算 .........................................................................211

線量分布の表示 ............................................................................. 213

線量分布の表示 .............................................................................213

線量のデフォルト閾値の表示................................................................. 215

フルエンス表示の切り替え ...................................................................216

Dose Display ダイアログ設定の調整 ..........................................................217

線量体積ヒストグラム（DVH）の使用 ........................................................ 219

微分 DVH と標準 DVH ......................................................................... 222

その他の DVH オプション..................................................................... 224

DVH Conformity Index（原体指数） ...........................................................228

ExacTrac Vero によるダイナミックトラッキング治療のための治療計画....................... 229

概要....................................................................................... 229

特定の MLC に対する治療計画の制約 ......................................................... 231

治療計画の使用 ...................................................................... 233

関心ポイントの定義......................................................................... 233

治療計画の比較 ............................................................................. 238

線量計算の比較 .............................................................................239

2 つの治療計画の比較 .......................................................................241

プランニングビューのオプション............................................................ 244

ビューモードの切り替え..................................................................... 244

Depth ビュー ...............................................................................246

Field ビュー ...............................................................................248

治療エレメントの配置....................................................................... 250

ビーム／アークのディスプレイ ...............................................................250

スライスビュー .............................................................................252

コリジョンマップ ...........................................................................253

ビームズアイビュー......................................................................... 256

コンフォーマルアーク .......................................................................258

コンフォーマルビーム .......................................................................260

IMRT ビーム ................................................................................ 261

サーキュラーアーク .........................................................................262

照射野の調整............................................................................... 263



照射野のリセット ...........................................................................268

アークのシミュレーション ...................................................................269

線量オブジェクトの作成 .................................................................... 272

照射済み線量の表示......................................................................... 274

積算用に線量を追加 .........................................................................277

適応放射線治療用に線量をインポート .........................................................279

再照射計画用に線量をインポート .............................................................282

治療計画の検証 ............................................................................. 284

治療計画のステータスアイコン ...............................................................284

治療計画ステップの終了..................................................................... 295

テンプレートの使用......................................................................... 296

治療計画テンプレートの保存................................................................. 297

治療計画テンプレートの管理................................................................. 299

Constraint テンプレート ....................................................................300

照射のセットアップ用テンプレートの保存 .....................................................302

照射のセットアップ用テンプレートの管理 .....................................................304

治療計画の内容 ............................................................................. 305

IMRT の最適化......................................................................... 309

IMRT とは ................................................................................... 309

IMRT パラメーターの設定.................................................................... 311

IMRT Parameters ダイアログ－主な設定 .......................................................311

IMRT Parameters ダイアログ－アドバンス設定 ................................................. 315

IMRT Prescription ダイアログ ............................................................... 317

最適化の実施 ............................................................................... 319

Dual Mix タブ ..............................................................................320

Dose Overlay タブ ..........................................................................323

Dual Reconst タブ ..........................................................................324

IMRT アルゴリズム .......................................................................... 326

事前計算 ...................................................................................327

インバースプランニングによる最適化処理 .....................................................328

リーフシーケンス ...........................................................................330

フォワード計算 .............................................................................332

アーク用リーフ形状の最適化 ................................................................ 333

概要....................................................................................... 333

検証のステップ ...................................................................... 351

治療計画の承認 ............................................................................. 351

Physician's Review......................................................................... 352
医師による承認............................................................................. 354

Physicist's Verification ステップ......................................................... 356

DRR の表示 ................................................................................. 359



物理士による承認........................................................................... 362

計画の承認取り消し......................................................................... 364

治療計画の承認の取り消し................................................................... 364

アーカイブの作成 ................................................................... 367

新規アーカイブの作成....................................................................... 367

新規アーカイブの設定：Brainlab フォーマット ................................................ 368

エクスポート ......................................................................... 369

エクスポートの概要......................................................................... 369

Dose Export ダイアログ ..................................................................... 370

線量情報のエクスポート..................................................................... 370

フルエンス線量のエクスポート............................................................... 373

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート ...................................... 375

DICOM エクスポート ......................................................................... 377

DICOM エクスポート：起動 ................................................................... 378

DICOM エクスポート：治療計画のステータス ................................................... 379

DICOM エクスポート：オブジェクトの選択 ..................................................... 380

DICOM エクスポート：Export Parameters ...................................................... 382

DICOM エクスポート：Reduce Objects ......................................................... 384

DICOM エクスポート：Contour Approval ....................................................... 385

DICOM エクスポート：線量／DVH の設定........................................................ 387

DICOM エクスポート：エクスポートの完了 ..................................................... 389

ExacTrac へのエクスポート .................................................................. 390

DICOM エクスポート：臨床試験 ............................................................... 393

DICOM アーカイブの定義 ..................................................................... 394

DICOM プラットフォームファイル ............................................................. 397

臨床試験用プラットフォームの設定........................................................... 398

エクスポート結果の検証（DRR）.............................................................. 399

エクスポートのバックグラウンド：DICOM RT Plan における照射線量 ......................... 400

Varian MLC のエクスポート.................................................................. 402

治療データの印刷 ................................................................... 403

印刷用文書の作成 ........................................................................... 403

ドキュメントの印刷プレビュー............................................................... 405

治療ドキュメントの印刷..................................................................... 407

治療ドキュメントのエクスポート............................................................. 408

ドキュメントの設定......................................................................... 409

ターゲットポジショナーオーバーレイの設定................................................... 410

DVH グラフの PDF 設定 ....................................................................... 411

線量分布の PDF の設定....................................................................... 412

ビームズアイビューの PDF 設定............................................................... 414

DRR の PDF 設定 ............................................................................. 415

患者位置決めの設定......................................................................... 416



治療ドキュメントの保存 .................................................................... 417

プリンターの管理 ........................................................................... 419

iPlan RT Adaptive ................................................................. 423

適応放射線治療とは......................................................................... 423

データの表示およびインポート.............................................................. 425

その他のイメージセットの追加............................................................... 426

インポート中に画像方向を変更............................................................... 428

イメージフュージョン....................................................................... 431

フュージョンペアの設定..................................................................... 433

フュージョンディスプレイの画質向上......................................................... 435

画像のウィンドウレベルの向上............................................................... 436

マニュアルフュージョンの実施............................................................... 438

フュージョン範囲の設定..................................................................... 440

オートフュージョンの実施................................................................... 442

フュージョン精度の検証..................................................................... 444

オブジェクトのモーフィング ................................................................ 445

グリッドビュー............................................................................. 449

オブジェクトの変更......................................................................... 450

治療計画のレビュー......................................................................... 452

再プランニング ............................................................................. 457

iPlan RT Phantom QA .............................................................. 459

iPlan RT Phantom QA について .............................................................. 459

治療計画の読み込み......................................................................... 460

治療グループの位置決め（アイソセンター）................................................... 461

正規化係数の設定........................................................................... 462

その他の設定............................................................................... 463

ファントムマッピングの終了 ................................................................ 464

IPLAN RT 4.5 FOR BRAIN METASTASES 1.x ................................. 465

概要 ........................................................................................ 465

IPLAN RT 4.5 FOR INVERSEARC 1.0 ........................................... 467

概要 ........................................................................................ 467

ソフトウェアの再検証............................................................. 469

概要 ........................................................................................ 469



全般のスクリーンおよびツールバー機能 ................................... 471

プランニングビューの詳細 .................................................................. 471

3D データセットの表示 ...................................................................... 473

X 線画像の表示 ............................................................................. 475

スライスの表示............................................................................. 476

スライスとイメージセットの選択............................................................ 478

画像の選択................................................................................. 479

4-D シリーズの定義 ......................................................................... 480

イメージスライスのブラウズ................................................................. 482

深度スクロールとスライススクロール......................................................... 483

イメージセットのプロパティーの変更......................................................... 484

基本ビュー設定 ............................................................................. 485

ビューオプション........................................................................... 485

View Types................................................................................. 486

画像合成オプション......................................................................... 488

2D Recenter................................................................................ 490

画像のズーム............................................................................... 491

画像のパンニング........................................................................... 493

アドバンスビュー設定....................................................................... 494

2-D Options タブの使用 ..................................................................... 495

3-D Plane View タブの使用 .................................................................. 498

3-D Thresholding タブの使用 ................................................................ 499

3-D Clipping タブの使用 .................................................................... 501

Display Orientation タブの使用 ............................................................. 504

ウィンドウイング ........................................................................... 505

基本ウィンドウイング機能の使用............................................................. 505

アドバンスウィンドウイング機能の使用....................................................... 507

検証機能.................................................................................... 511

ハンスフィールド値／グレー値の確認......................................................... 511

座標系..................................................................................... 513

距離の測定................................................................................. 514

角度の測定................................................................................. 515

スクリーンショット......................................................................... 516

その他の有効な機能......................................................................... 517

治療画面例................................................................................. 519

定義および用語 ...................................................................... 521

治療に関する用語 ........................................................................... 521

IMRT 用語 ................................................................................... 524

付録 ...................................................................................... 527

イメージフュージョンのバックグラウンド................................................... 527



オブジェクトセグメンテーションのバックグラウンド........................................ 531

ボリューム計算とインターポレーション....................................................... 531

セグメント化したオブジェクトの解像度とブラシサイズ......................................... 532

SmartShaper................................................................................ 533

SmartBrush................................................................................. 534

閾値のセグメンテーション................................................................... 535

標準摂取率のバックグラウンド.............................................................. 536

標準摂取率（SUV）の計算.................................................................... 536

iHelp のバックグラウンド................................................................... 537

iHelp の仕組み............................................................................. 537

索引 ...................................................................................... 539





クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 349



350 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



10 検証のステップ

10.1 治療計画の承認

概説

プランニングが完了すると、治療計画に対して以下の手順を実施する必要があります。

• 医師によるレビュー（P. 352 を参照）

• 物理士による検証（P. 356 を参照）

これにより、患者の治療には必ず完全かつ徹底的に見直された計画のみが使用されることになり
ます。承認された計画を読み込むと、対応したメッセージが表示されます。

承認がなされると、承認した治療計画に親指を立てたマークが付く仕組みです。これらの治療計
画は読み取り専用で保存され、変更はできません。こうすることにより、治療計画が承認された
時点の状態と同じ状態であることが保証されます。承認済みの治療計画のみを使って患者を治療
することによって、患者をどの計画で治療したか、その計画の治療準備が完了しているのかを追
跡することが可能になります。この承認の仕組みを使用することが強く推奨されています。

警告
適切な質の治療計画を確保するには、インプットしたパラメーターの質が重要です。線量測定、
患者画像、治療野のボリュームの定義、リスク臓器や治療計画のセットアップなど、すべてのイ
ンプットパラメーターを治療前に慎重に検討する必要があります。適用したインプットパラメー
ター以上に質の高い治療計画を期待することはできません。

承認権の割り当て

iPlan RT Dose では Microsoft Authorization Manager を用いて、治療計画におけるユーザーの
さまざまな役割に対する治療計画の承認権を設定します。それぞれのユーザー権限は、システム
のインスタレーション時に、それぞれの役割に応じて設定できます。権限構造を変更したり、新
たなユーザー権限を加えたい場合は、ブレインラボのサポートエンジニアにお問い合わせくださ
い。Authorization Manager に関する詳細は、対応する Microsoft の技術文書に記載されていま
す。

安全上の注意

警告
誤って変更が加えられていないことを徹底するために、エクスポート前には必ず最終の治療計画
を承認してください。治療計画は必ず承認後すぐに、選択されているシステム（サードパーティ
ーシステムまたは ExacTrac）にエクスポートしてください。

警告
1 人の患者に対して 2 つ目の治療計画を承認したい場合、既存の治療計画に対する承認を無効に
する（P. 364 を参照）か、治療計画を別の名前で保存する必要があります。これは、承認済み
の治療計画は書き込み禁止になっているためです。以前の治療計画がすでに（R&V システムや
MLC コントローラーなどに）エクスポート済みの場合は、十分に注意してください。古い治療計
画を使って患者治療を行ってしまうことのないよう、以前にエクスポートした治療計画がもはや
必要でない場合にはこれを削除することも可能です。

検証のステップ
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10.2 Physician's Review

概説

Physician's Review ステップでは、医師が、計画したオブジェクトおよび各オブジェクトの線量
体積比のレビューを行うことができます。

iPlan RT Review

Physician's Review は iPlan RT を起動しなくても実施できます。

デスクトップからスタンドアロンソフトウェアの iPlan RT Review を起動し、このセクションで
解説しているとおりに治療計画の読み込み、レビューおよび承認に使用できます。

メインスクリーン

図 205 

POI タブ

治療計画用に定義されている関心ポイント（P. 233）は POI タブに一覧表示されています。

Functions タブ

計画されたすべてのセグメントオブジェクト（P. 109 を参照）は、Functions タブに一覧表示さ
れています。

オブジェクトタイプ 色

PTV 緑

線量制約値を設定した OAR オブジェクト 青

その他 黒

Physician's Review
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線量オブジェクトの作成

線量オブジェクトは Create Dose Object...をクリックして作成できます。P. 272 を参照。

オブジェクトおよび線量体積比のレビューの方法

ステップ

1. DVH/Reconstructions タブを選択します。

2.

Functions タブにあるリストから、検証したいオブジェクトを選択します。

プランニングビューと、画面左上にある DVH ダイヤグラムは最新であるため、これらに
よりオブジェクトおよび線量体積比のレビューが行えます。

3.
レビュー後には、Functions エリアにある Plan Approval ボタンを使って治療計画を承認
してください（P. 354 を参照）。

検証のステップ

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 353



10.2.1 医師による承認

承認の開始

Functions エリアで Plan Approval をクリックします。

治療計画ステータスのレビューの方法

治療計画に不整合な点がある場合は、Plan Status ダイアログ（P. 285 を参照）が表示されま
す。

ステップ

1. あらゆるエラーや警告は確認し、次に進む前に、必要に応じて治療計画を修正します。

2.

• 治療計画の変更をしないと判断した場合には、Plan Status ダイアログの OK を押して
Approval ダイアログを開きます。

• 治療計画を変更するには、Cancel を押して Plan Status ダイアログを閉じます。必要
な変更を治療計画に加えたら、Functions エリアの Plan Approval を再度押して Ap‐
proval ダイアログを開きます。

Approval ダイアログ

図 206 

治療計画の承認方法

ステップ

1.

Approval ダイアログでは、指定されたユーザー（医師など）が治療計画を承認する必要
があります。iPlan RT Dose の構成によっては承認者には 1名または 2名のいずれかが必
要です。

• 各 Authorized by フィールドには、プランニングステーションへログオンする際に使
用するユーザー名と、もう 1つ有効なユーザー名を入力してください（P. 351 を参
照）。

• 各ユーザーが対応のパスワードを入力します。

2. OK をクリックして承認を確定します。

3. 次に、承認した治療計画を保存するよう指示されます（P. 52 を参照）。

4. 治療計画を保存、承認したら、対応するメッセージが表示されます。

Physician's Review
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治療計画の承認の取り消し方法

治療計画の承認は、必要に応じて Approval ダイアログの Revoke Approval ボタンを使っていつ
でも取り消すことができます（P. 364 を参照）。

検証のステップ
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10.3 Physicist's Verification ステップ

概説

Physicist's Verification ステップでは、物理士が治療計画の治療グループおよびエレメントを
検証できます。

メインスクリーン

図 207 

プランニングビューの詳細

標準のタブページ Overview、Slices、X-ray Images、Plan Content（P. 44 を参照）以外に、以
下のタブページがあります。

• Field Reconstruction（P. 357 を参照）

• Setup DRRs（P. 359 を参照）

Functions タブ

計画したすべての治療グループ（P. 189 を参照）および治療エレメント（P. 196 を参照）は
Functions タブに一覧表示されています。

各治療エレメントにはチェックマークが付いていますが、これは、これ以上は編集できないこと
を示します。

Physicist's Verification ステップ
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①
②

図 208 

No. コンポーネント

① 治療グループ

② 治療エレメント

治療計画のレビューの方法

ステップ

1.

Functions タブにあるリストから、検証したい項目を選択します。Functions エリアにあ
るプロパティー情報はそれに応じて更新されます。

Field Reconstructions タブにある情報をレビューします（P. 357 を参照）。

Setup DRRs をレビューします（P. 359 を参照）。

2.
レビュー後には、Functions エリアにある Plan Approval ボタンを使って治療計画を承認
してください（P. 362 を参照）。

3. さまざまなエクスポート機能も用意されています（P. 369 を参照）。

Field Reconstructions タブ

このタブには、Functions タブで選択したエレメントに関する情報が示されています。

検証のステップ
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①

②

③

④

図 209 

No. コンポーネント 機能

① Field ビュー CT スライスに重ね合わせた Field ビュー。P. 248 を参照。

② ビームズアイビュー P. 256 を参照。

③ Depth ビュー P. 246 を参照。

④ DRR ビュー DRR は Field ビュー内の CT 画像と同じ方向を向いています。

Physicist's Verification ステップ
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10.3.1 DRR の表示

概説

プランニングで選択した DRR 設定によっては、セットアップ DRR は治療内容のプリントアウト
（P. 403 を参照）と、DICOM 経由でエクスポートした治療データ（P. 377 を参照）にも含まれ
ます。

①

②③

図 210 

No. コンポーネント

① 各 DRR 上に、PTV オブジェクトが輪郭表示されます。

② すべての DRR について、スライダーで骨と軟部組織のコントラストを調整できます。

③ このウィンドウイングボタンにより DRR のみのウィンドウイングを変更できます（P.
505 を参照）。

検証のステップ
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DRR の内容の変更方法

DRR オーバーレイビューに含める情報を選択するには以下の操作を行います。

ステップ

1.

Functions エリアで治療計画を選択し、Properties をクリックします。RTPlan Proper‐
ties ダイアログが表示されます。

2.

DRR Overlays タブを選択します。DRR に表示したい内容を有効にします。これには、目
盛および倍率に関する情報も含まれます。

警告
目盛の真の縮尺は、iPlan RT Dose や Physics Administration の設定に応じてアイソセンターレ
ベル、またはイメージャーのレベルのいずれかにあります。位置決めのために目盛を使用する場
合には、お使いの位置決め手順どおりに縮尺が設定されているかを慎重に検証する必要がありま
す。

プリントアウトに使用する DRR 情報（P. 403 を参照）、および DICOM 経由でエクスポートする
治療データに使用する DRR 情報（P. 377 を参照）も選択できます。

Physicist's Verification ステップ
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DRR ラベルおよび角度の変更方法

ステップ

1.

Functions エリアで治療グループを選択し、Properties をクリックします。Properties
ダイアログが表示されます。

2.

DRRs タブを選択します。ビームを選択し、名前、ガントリーおよびテーブルの角度を入
力します。

Imager は Physics Administration ツールで定義されます。

DRR オーバーレイの内容については、P. 360 を参照してください。

検証のステップ
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10.3.2 物理士による承認

承認の開始

Functions エリアで Plan Approval をクリックします。

治療計画ステータスのレビューの方法

ステップ

1.
治療計画に不整合な点がある場合は、Plan Status ダイアログ（P. 285 を参照）が表示
されます。特にエラーや警告は検証し、次に進む前に必要に応じて治療計画を修正する
必要があります。

2.

• 治療計画の変更をしないと判断した場合には、Plan Status ダイアログの OK を押して
Approval ダイアログを開きます。

• 治療計画を変更するには、Cancel を押して Plan Status ダイアログを閉じます。必要
な変更を治療計画に加えたら、Functions エリアの Plan Approval を再度押して Ap‐
proval ダイアログを開きます。

Approval ダイアログ

図 211 

治療計画の承認方法

ステップ

1.

Approval ダイアログでは、指定されたユーザーが治療計画を承認する必要があります。
iPlan RT Dose の構成によっては承認者には 1名または 2名のいずれかが必要です。

• 各 Authorized by フィールドには、プランニングステーションへログオンする際に使
用するユーザー名と、もう 1つ有効なユーザー名を入力してください（P. 351 を参
照）。

• 各ユーザーが対応のパスワードを入力します。

2. OK をクリックして承認を確定します。

3. 次に、承認した治療計画を保存するよう指示されます（P. 52 を参照）。

4. 治療計画を保存、承認したら、対応するメッセージが表示されます。

Physicist's Verification ステップ
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治療計画の承認の取り消し方法

治療計画の承認は、必要に応じて Approval ダイアログの Revoke Approval ボタンを使っていつ
でも取り消すことができます（P. 364 を参照）。

検証のステップ
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10.4 計画の承認取り消し

10.4.1 治療計画の承認の取り消し

概説

治療計画は一度承認されると、計画をさらに変更したい場合などにその承認を取り消すことが可
能です。

治療計画の承認権限を持つユーザーは誰でも、既存の承認を取り消すことができます。

Approval ダイアログ

図 212 

治療計画の承認の取り消し

ステップ

1. Functions エリアで Plan Approval をクリックします。

2.

表示されている Approval ダイアログでは、承認用のフィールドがグレーアウトされてい
ます。

承認を取り消すには Revoke Approval をクリックします。

計画の承認取り消し
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ステップ

3.

Authorization ダイアログには、プランニングステーションへのログオン時に使用したユ
ーザー名とパスワードを入力してください。

承認済みの治療計画から承認ステータスを取り消すには、適切なアクセス権を持ってい
る必要があります。

4. OK をクリックして治療計画の承認取り消しを実行します。

検証のステップ
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計画の承認取り消し
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11 アーカイブの作成

11.1 新規アーカイブの作成

アーカイブ作成の開始方法

ソフトウェアが起動するとすぐに表示される Load Archives ウィザードページのオプションエリ
アにある New Archive をクリックします（P. 65 を参照）。

New Archive ウィザードページ

図 213 

アーカイブタイプの選択方法

ステップ

1.
New Archive ウィザードページで、該当する名前やアイコンをクリックして目的のアーカ
イブタイプを選択します。

2. Next をクリックして目的の設定を定義します。

注記： Brainlab フォーマットなどの、有効な（使用許諾の下りた）データフォーマットタイプ
しか New Archive ページには表示されません。
 

アーカイブの作成
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11.1.1 新規アーカイブの設定：Brainlab フォーマット

概説

このアーカイブはアドバンス Brainlab フォーマットのデータに使用します。このステップで定
義した設定は、Load Archives ウィザードページの Settings ボタンを使えば設定後にもいつでも
変更することができます。

Brainlab Format ウィザードページ

図 214 

Brainlab 設定の設定方法

ステップ

1. Archive Name フィールドに適切なアーカイブ名を入力します。

2.

• Data path フィールドに患者データのためのファイルパスをマニュアルで入力します。

• Browse ボタンを使って、該当するネットワークやローカルパスを指定する方法もあり
ます。

3.
ファイルパスが有効であるかどうかを確認するには、Test connection をクリックしま
す。

4.
OK をクリックして Load Archives ウィザードページに戻ります。ここでは P. 65 に記載
されているように、必要なアーカイブを読み込むことができます。

新規アーカイブの作成
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12 エクスポート

12.1 エクスポートの概要

使用可能なエクスポートオプション

iPlan RT Dose には、以下のエクスポートオプションが用意されています。

• 線量のエクスポート（P. 370 を参照）

• DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート（P. 377 を参照）

安全上の注意

注意
エクスポートオプションにより、患者の名前や ID が変更できます。ただし、異なる患者の治療
計画を混同するおそれがあるため、この機能は極めて慎重に使用してください。

エクスポート
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12.2 Dose Export ダイアログ

12.2.1 線量情報のエクスポート

概説

この機能では、ボリューム、平面、線状の線量情報をファイルにエクスポートすることができま
す。

線量エクスポートの開始方法

Physicist's Verification ステップの Export セクションの Dose をクリックします。アキシャ
ル、コロナル、サジタルのイメージビューと、対応する線量表示を示したダイアログが表示され
ます。

Dose Export ダイアログ

図 215 

エクスポートデータの定義

コンポーネント 機能

Region selection

線量情報のエクスポート対象の領域を選択できます。以下のいずれ
の設定も可能です。

• ボリューム

• スキャン面（アキシャル、コロナル、サジタル）

• リニア方向（左右 LR、前後 AP、頭足 FH）

Dose Export ダイアログ
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コンポーネント 機能

Dose Range

以下を定義できます。

• エクスポートする線量データの範囲を決定する座標（L および
R）、（Aおよび P）、（Fおよび H）。

• 各座標ペアに対する、対応する Step のサイズ（ミリ単位）

Image frame

いずれかのイメージビュー内の青色の枠上にマウスを当て、枠を調
整すると、エクスポートする線量データの範囲を設定できます。

• 線量範囲を設定する際には現在のアイソセンター（治療グルー
プ）をリファレンスとして使用できます。

• マウスで使用可能なスライス内をスクロールして、適切な関心領
域位置を決定することもできます。

Export filename

ファイル名を入力してください。例：Dose_Export.txt
デフォルトのパス名は C:\Brainlab\Export\Dose\です。これは
Browse ...機能を使用して変更することもできます。

Single Beam Export 以下を参照してください。

単一ファイルまたは複数ファイル

オプション

計画された各ビームやアークごとに個別のファイルをエクスポートするには、Single Beam
Export を有効にします。

• エクスポートされた各ファイルは、全照射において、関連ビームやアークが照射した総線量
を示します。

• エクスポートした各ファイルの名前は Export filename に入力した名前を、対象の治療グル
ープおよび治療エレメントの名前に付けたものです。

治療計画全体に関する線量情報すべてを 1 つのファイルにエクスポートするには、Single Beam
Export を無効にします。

• エクスポートしたファイルには、全照射に対する治療計画全体の総線量分布が含まれ、さら
にすべての有効な線量マトリックスコンポーネントが含まれます。

• エクスポートしたそれぞれのファイルの名前は、Export filename で入力したファイル名で
す。

エクスポートファイルについて

エクスポートファイルはすべて、ヘッダーにソフトウェアのバージョン、患者、治療タイプ、ビ
ームデータなどの情報を示します。

エクスポート
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面、行、列の数と、さらに表への入力値の単位に関する情報も含まれます。

エクスポートの実施方法

OK をクリックしてエクスポートを実施します。

Dose Export ダイアログ
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12.2.2 フルエンス線量のエクスポート

概説

この機能を使用して、治療計画内にある個々のビーム（コンフォーマルや IMRT）に線量分布情報
をエクスポートすることができます。

均質な立方体ファントムを使用し、個々の照射野をフィルムに投影させることにより、単一ビー
ムの IMRT の QA を行うことなどを目的に、各ビームの線量分布を測定値と比較できます。

比較のために、対象のビームはファントム表面に対して垂直な位置に調整されます。

注意
エクスポートした線量は 1 回照射に対する MU 値を基準にしており、ペンシルビームアルゴリズ
ムで計算されます。モンテカルロアルゴリズムはこの場合使用できません。

フルエンス線量エクスポートの開始方法

Physicist's Verification ステップの Export セクションの Fluence Dose をクリックします。

注意
この機能はアーク照射には使用できません。このため、アークも固定ビームも含む複合計画に対
してはビーム情報しかエクスポートできません。

Fluence Dose ダイアログ

図 216 

エクスポートデータの定義

コンポーネント 機能

Phantom Properties

この情報は、線量計算に使用する水ファントム用軟部組織モデルの作成
に使用されます。

ファントムの Electron Density およびファントムのサイズ（AP、LR およ
び FH）を入力します。

エクスポート
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コンポーネント 機能

Isocentric Setup

Depth フィールドには、ファントム表面からフィルム面（AP 方向）まで
の幾何学的な深度を入力します。この面はまた、アイソセンター面を定
義します。

• LR と FH 方向では、アイソセンターはファントムの中心に設置されま
す。

• 深度の値には、ファントムのプロパティーに入力した AP 値以上の値は
設定できません。

SSD フィールド（線源表面間距離）には、線源アイソセンター間距離（マ
シンプロファイルで規定）から幾何学的な深度を引いた値が示されま
す。

Used Element MU

Use Element Single Fraction MU チェックボックスにチェックマークが
入っていると、1 回照射の治療計画の個別ビームの MU 値が線量分布の計
算に使用されます。

チェックボックスにチェックマークが入っていない場合には、Element
MU フィールドに、全ビームに適用するユーザー定義の値（>0）を入力し
ます。

Export Parameters

線量のフルエンスのエクスポートに適用する Grid Size を入力します。

アイソセンターポイントから x 方向および y 方向の Number of Pixels を
定義します。これはエクスポートするデータの範囲を定義します。

必要なデータのエクスポート方法

ステップ

1.

Filename エリアには、フルエンスデータ用のエクスポートフォルダーが表示されます。

これは Browse ...機能を使って変更することができます。デフォルトのパス名は C:
\Brainlab\Export\Dose\です。

2.

ファイル名を入力してください。例：Fluence_Export.txt
エクスポートファイルは、ヘッダーにソフトウェアのバージョン、患者、治療タイプ、
ビームデータなどの情報を示します。

面の数（エレメントの数と同数）、行数および列数とともに、表への入力値の単位に関
する情報も含まれます。

3. OK をクリックしてエクスポートを開始します。

Dose Export ダイアログ
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12.3 DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポ
ート

概説

承認済みの治療計画を次のいずれかにエクスポートするには Export Wizard を使用します。

• DICOM アーカイブ

• ExacTrac 患者位置決め装置

警告
iPlan RT からの情報（治療位置など）の計画が患者位置決めシステムに直接エクスポートされて
使用される場合（Export to ExacTrac または DICOM エクスポートのいずれかを使用）、治療には
iPlan RT によって関連付けられた治療計画を使用する必要があります。

Save Archives ダイアログ

Physicist's Verification ステップの Export セクションにある Export Wizard をクリックする
と、このダイアログが表示されます。

図 217 

アーカイブのタイプ

目的のアーカイブタイプを選択します。

コンポーネント 機能

ポジショニングデータを ExacTrac フォーマットにエクスポートする場合は、
このアイコンをクリックします。

ローカルのハードディスクにエクスポートする場合は、このアイコン（デフ
ォルト名：DICOM Export）を選択します。

エクスポート
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コンポーネント 機能

リモートの PACS や R&V システムにエクスポートする場合は、このアイコン
（デフォルト名：DICOM Network Push）を選択します。

注記： その他のエクスポート用アーカイブ（その他の PACS システム用のものなど）は、P.
394 で記載されているとおりに作成できます。
 

新規アーカイブの作成

新規アーカイブを作成したい場合は、ダイアログの右側にあるパネルに表示されている機能を使
用します。

コンポーネント 機能

New Archive 新規アーカイブ用に、アーカイブのタイプおよび設定が指定できます。

Settings

選択したアーカイブ用に特定の設定を定義できます。

• DICOM アーカイブ設定については、P. 394 を参照してください。

• ExacTrac アーカイブ設定については、P. 391 を参照してください。

Delete
選択した患者データが永久削除されます。ファイルを削除する際には、シス
テムから必ず最終確認があります（P. 60 を参照）。

Logfile ...
これまでに完了したステップに関する補足情報を含むログファイルが表示さ
れます（P. 72 を参照）。

エクスポートの続行

Next をクリックしてデータのエクスポートを進めます。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.1 DICOM エクスポート

DICOM 準拠

iPlan RT Dose はサードパーティーシステムへの転送プロトコルとして DICOM 3.0 マージライブ
ラリーを使用します。DICOM はさまざまなベンダーの装置間の、一般的相互運用性を高めます。
iPlan RT Dose で使用されている DICOM RT は、複数のシステム間で特定のデジタル画像、グラフ
ィックデータや画像以外のデータの転送に用いる、DICOM オブジェクトの中でも最新のサブセッ
トです。

詳細については、www.brainlab.com/dicom にて、最新の DICOM Conformance statement を参照し
てください。

ブレインラボが実施する DICOM 設定は、相互運用が常に正しく確立できていることを保証するも
のでは決してありません。ユーザーは、使用している装置が完全に機能しており、正確な結果を
実現することを検証する必要があります。

サードパーティー製プランニングシステムからインポートした、またはそれらへエクスポートす
るストラクチャー形状は慎重に検証してください。DICOM 規格の性質上、TPS ベンダー間で DICOM
規格の処理が異なるために、ストラクチャーによっては、転送時に修正、または誤って変更され
ることがあります。

安全上の注意

注意
DICOM それ自体は相互運用性を保証するものではありません。ただし、Conformance Statement
は 1 つの DICOM 機能をサポートするさまざまなアプリケーション間の相互運用性に対する、第一
段階のバリデーションを実施しやすくする役割を果たします。Conformance Statement は DICOM
規格と合わせて読み、理解してください。

注意
IEC 62274 "Safety of radiotherapy record and verify systems" の Chapter 6.6 "Data
acceptance" によると、治療用装置のセットアップデータと他の患者の治療データは、データが
正確かつ完全であることの検証が済んでいることをオペレーターが確認した場合にのみ、治療に
使用できるように設定する必要があります。

警告
iPlan RT Dose で作成した治療パラメーター（例：プリントアウトに表示のもの）と、治療管理
システムおよび治療コンソール内のパラメーターとを比較して、エクスポート内容を検証してく
ださい。

装置の検証

注意
IEC 62266 "Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy"の Chapter 11
"Caution to Users" に従い、放射線装置の購入者は、購入する装置が他の装置と正常に通信で
き、DICOM プロトコルや定義を使って正常に情報を伝送できることを検証する必要があります。

データの検証と承認

承認の手順は、患者治療を開始する前に、治療データの精度と完全性の検証を実施したことの保
証の手順を簡易化するために用意されています（P. 351 を参照）。

注意
IEC 62083 に従い、ユーザーは、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
療計画のパラメーターが承認されていることを確認する必要があります。

エクスポート
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12.3.2 DICOM エクスポート：起動

準備

DICOM 経由のエクスポートは、治療エレメント（ビームやアーク）の設定後にしか実施できませ
ん。IMRT ビームおよびハイブリッドアークの場合、最適化を実施する必要があります（P. 309
を参照）。

治療計画は、DICOM 経由でエクスポートするには一度保存しておく必要があります（P. 52 を参
照）。

DICOM エクスポートは通常、承認、未承認のどちらの計画に対しても技術的には可能ですが、m3
との完全統合用にエクスポートプラットフォームファイルが設定されており、治療計画が承認さ
れていない場合にはエクスポートは停止します。この場合、ソフトウェアは、計画を承認するよ
う要求してきます。

安全上の注意

警告
エクスポートを行うたびにエクスポートフォルダーの中が自動消去されないように DICOM エクス
ポートを設定できるため、DICOM エクスポートフォルダーにすでに保存されている DICOM RT 治療
計画と混同しないよう、特に注意してください。

警告
iPlan RT Dose ソフトウェアで、エクスポート実行のたびにエクスポートフォルダーの中身が自
動消去されるよう設定されている場合、必要に応じてこのディレクトリーにあるファイルのバッ
クアップが行われていることを確認せずに、設定済みエクスポートディレクトリーを変更しない
でください。

DICOM エクスポートの開始方法

ステップ

1.
Physicist's Verification ステップの Export セクションの Export Wizard をクリックし
ます。

2.

以下のいずれかを選択します。

• ローカルのハードディスクにエクスポートする場合は DICOM Export

• リモートの PACS や R&V システムにエクスポートする場合は DICOM Network Push

3. Next をクリックします。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.3 DICOM エクスポート：治療計画のステータス

概説

治療計画が未承認の場合は、Plan Status ダイアログ（P. 285 を参照）が表示されます。特にエ
ラーや警告は検証し、次に進む前に必要に応じて治療計画を修正する必要があります。

治療計画のステータス

図 218 

治療計画変更の選択

オプション

治療計画を変更したくない場合には、Plan Status ダイアログの OK を押して Object Selection
ダイアログに進みます（P. 380）。

治療計画を変更するには、Cancel を押して Plan Status ダイアログを閉じます。治療計画に必
要な変更を加えたら、Functions エリアの Export Wizard を再度押して、変更した計画のために
DICOM エクスポートを起動します。

エクスポート
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12.3.4 DICOM エクスポート：オブジェクトの選択

概説

エクスポートアーカイブを選択し、必要に応じて Plan Status ダイアログの内容の検証を終える
と Object Selection ダイアログに進みます。

エクスポートの実行

画面上部にある Plan Details セクションには、患者名や、治療計画に指定された名前など、治
療計画に関するさまざまな情報が表示されています。これは必要に応じて編集できます。

• 現在の DICOM エクスポートに関する情報を含んだログファイルは Logfile...ボタンから開く
ことができます（P. 72 を参照）。

• ダイアログの右側にあるオプションエリアにあるその他の機能は、今のアーカイブ向けに選択
されているエクスポートプラットフォームファイルに応じて少し異なります（P. 394 を参
照）。

必要な設定が完了したら Export をクリックしてエクスポートを実行します（P. 389 を参照）。

注意
患者名と ID の変更は、細心の注意を払って行ってください。特殊文字の使用などは、患者ファ
イルの重複につながるおそれがあります。

警告
エクスポートするデータの選択が不適切だと、患者治療を妨げたり遅延させることがあり、無効
のオブジェクトは自動的に選択されません。

臨床試験用プラットフォームの設定

臨床試験での使用のために DICOM 経由でデータセットをエクスポートする際は、リストにある
DICOM オブジェクトがデフォルトでエクスポートされ、ユーザー側で選択することはできませ
ん。

RTOG の規格に従い、エクスポート時には自動的に匿名化が行われます。

イメージデータの再抽出

ローカライズ済みデータセットのエクスポートでは、直交画像の取得のために、ローカライゼー
ション情報を基に、画像のピクセルデータが再抽出されます。これはリファレンスセットがアラ
イメントセットとは異なる治療計画に対しても適用されます。この場合、リファレンスセットは
アライメントセットの座標系内で再抽出されます。

このデータは元々インポートされた CT イメージデータとは異なります。このデータの今後の処
理方法については慎重に検討してください（例：患者の位置決めのため）。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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Object Selection ダイアログ

図 219 

コンポーネント 機能

Auto Anonymize 患者名および Patient ID を匿名化します。

Reset
オリジナルの患者名および Patient ID を復元します。これはエクスポー
トが完了している場合にのみ可能です。

Plan State Plan Status ダイアログを表示します（P. 285 を参照）。

Select All すべてのオブジェクトを選択します。

Deselect All すべてのオブジェクトの選択を解除します。

エクスポート
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12.3.5 DICOM エクスポート：Export Parameters

Export Parameters ダイアログ

図 220 

ダイアログの詳細

コンポーネント 機能

Create subdirectories
このコンポーネントが有効であれば、エクスポートした DICOM RT オ
ブジェクトは単独のフォルダーではなく、サブディレクトリーに保
存されます。

Course ID
コース ID は、エクスポート用のプラットフォームとして Lantis/
Impac Export Platform が選択されている場合にのみ入力してくだ
さい。

Structures
Include Isocenters as Points が有効の場合、アイソセンターは
DICOM RT Struct オブジェクト内でストラクチャーとしてエクスポ
ートされます。

Plan

Beam Dose：

• Actual：iPlan RT Dose で計算されたアイソセンターポイントの
線量がエクスポートされます。

• Manual：ここにはダミーのビーム線量を Gy で入力できます。この
値はエクスポートした DICOM ファイルに記載されます。

• Altered：P. 400 で記載されているとおりにビーム線量が計算さ
れます。特定の条件下では、シングルビームの線量と、3D 線量ボ
リュームマトリックスの不一致が生じる場合があります。

Dose Rate：

• Defined：治療グループで選択されている線量率がエクスポートさ
れます。

• Null：線量率 0がエクスポートされます。

• None：値は何もエクスポートされません。

DRRs

エクスポートする Treatment Beam Views と Setup Views を選択でき
ます。DRR ファイルにリーフ／ジョーの位置も追加できます。

これは、サードパーティー製のシステムでリーフ／ジョーの情報を
表示できる場合に使用できます。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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警告
Export Parameters ダイアログでは、Beam Dose の値に Actual、Manual または Altered の値が選
択されている場合、エクスポートされた値は、iPlan RT Dose アプリケーションにおける値やプ
リントアウトの値と比較して、特定のポイントにおける線量値とは異なります。

エクスポート
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12.3.6 DICOM エクスポート：Reduce Objects

概説

輪郭オブジェクトの数がブレインラボが設定する上限を超える場合、エクスポートするオブジェ
クトの数を減らす必要があります。このダイアログは、数が上限を超えた場合にのみ表示されま
す。

Reduce Objects ダイアログ

図 221 

オブジェクトの数を減らす方法

ステップ

1.
エクスポートする各オブジェクトにはチェックマークが付いています。エクスポートの
対象から外したい各オブジェクトからチェックマークを外します。

2. オブジェクトの数が許容範囲にまで減少すると、Next ボタンが有効になります。

3. Next をクリックしてエクスポートを進めます。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.7 DICOM エクスポート：Contour Approval

概説

オブジェクトごとの輪郭ポイントの数を、エクスポートのために減らす必要がある場合、このダ
イアログが表示されます。このダイアログにより、輪郭情報が十分に正確であることを確認する
ことができます。

このダイアログは、DICOM RT Struct 機能をご購入の場合にのみ、表示されます。

注意
RT ストラクチャーセットの輪郭は、システムによって異なる解釈がなされる場合があります。こ
のため、方向や位置合わせの誤りや、画像の中で輪郭の反転やミラーリングが生じることがあり
ます。輪郭を表示するアルゴリズムが異なるために、ストラクチャーの形状およびボリュームま
でもがシステムによって少し異なる場合があります。このため、ストラクチャーは、サードパー
ティー製のシステムへインポートした後は慎重に検証する必要があります。

Contour Approval ダイアログ

図 222 

ステップ

1. 関心領域（輪郭描出したオブジェクト）をリストから選択します。

2.
ダイアログの右側にあるツールバー機能を使って、イメージビューの設定（コントラス
ト、ズーム倍率、表示スライスなど）を調整し、ROI の可視性を最大限に高めます。

3.
イメージビューでは、P. 386 に記載されている機能を使って輪郭情報の検証を行うこと
ができるようになります。

4. 輪郭ポイントを減らした次のスライスに進むには、Next Reduced Contour を押します。

注記： イメージビューの左上にあるメッセージは、現在のイメージスライスの輪郭ポイントが
減少しているか否かを示します。
 

エクスポート

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 385



輪郭の検証用機能

コンポーネント 機能

Show Spy Glass

この機能により、オリジナルの輪郭と、減少させた輪郭を直接比較
できます。

Show Original and Re‐
duced

オリジナルの輪郭と減少させた輪郭が重ねて表示されます。

Show Original オリジナルの輪郭のみが表示されます。

Show Reduced 減少させた輪郭のみが表示されます。

注意
輪郭（輪郭ポイント）を減少させることにより、小さな輪郭は、大きなオブジェクトと比較して
大きな倍率で変形されたり、完全に消えてしまうこともあります。このため、サードパーティー
製のシステムへのインポート後には輪郭の精度を慎重に検証する必要があります。

注意
ブレインラボのシステムは輪郭を非常に高精度で保存します。ただし DICOM の制約により、
DICOM RT ストラクチャーセットに描画される前に、輪郭ポイントの数が削減される場合がありま
す。このため、サードパーティー製のシステムへのインポート後には輪郭の精度を慎重に検証す
る必要があります。

注意
エクスポートした輪郭ポイントの数がサードパーティー製システムの輪郭ポイントの許容数を超
える場合があり、そのために輪郭が不必要に変形する可能性があります。このため、サードパー
ティー製のシステムへのインポート後には輪郭の精度を慎重に検証する必要があります。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.8 DICOM エクスポート：線量／DVH の設定

概説

このダイアログはフルエクスポートを実行する場合にのみ、表示されます。DICOM にエクスポー
トされる線量分布および DVH 情報が指定できます。

P. 400 を参照してください。

Dose Export ダイアログ

図 223 

ダイアログのコンポーネント

コンポーネント 機能

Dose Region

この領域ではエクスポートする線量情報を以下から選択します。

• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (entire treatment plan contents)

Dose Summation
Type

データを計算、エクスポートする対象を以下から定義します。

• 治療計画全体（Entire Plan）

• 処方ごとの線量（Prescription）

• 治療ビームごとの線量（Beam）

Beam を選択した場合に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。

Export DVHs

チェックボックスにチェックを入れて、エクスポートの対象として以下の
いずれかを選択します。

• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

エクスポート
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コンポーネント 機能

Select Range
エクスポートする線量データの範囲を決定するための左右（L と R）、前
後（Aと P）および頭足（Fと H）の座標を定義します。

Image frame

いずれかのイメージビュー内の青色の枠上にマウスを当て、枠を調整する
と、エクスポートする線量データの範囲を設定できます。

• 線量範囲を設定する際には現在のアイソセンター（治療グループ）をリ
ファレンスとして使用できます。

• マウスで使用可能なスライス内をスクロールして、適切な関心領域位置
を決定することもできます。

• フレームサイズのマージンは Margin スピンボックスを使用する方法で
も調整できます。

エクスポート情報

線量のエクスポートに必要なメモリーが使用可能な容量を超えた場合にはメモリーの問題が生じ
るおそれがあります。警告メッセージが表示され、操作をキャンセルするか、次に進むかの選択
ができます。

図 224 

注意
エクスポート先のシステムが 1 つの治療計画につき 1 回照射以上は読み込めない場合は、治療計
画は分割され、各アイソセンターに対して 1 つの DICOM RT 治療計画を作成するようにソフトウ
ェアを設定することができます。エクスポート先のシステムへの転送後にはすべての治療計画が
インポートされているように確認してください。正しくインポートされていない治療計画がいく
つかあると、処方線量と比べて照射される線量が低すぎる場合があります。個々の治療計画につ
いては、計画名の中に連続した番号と治療計画の総数が表示されます。さらに、DICOM ファイル
には参照した治療計画のリストが含まれます。必要に応じて、この DICOM 機能を組み込む方法に
ついて Brainlab Conformance Statement を確認するよう、エクスポート先のシステムの製造元
に通知してください。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.9 DICOM エクスポート：エクスポートの完了

エクスポートの実施方法

Object Selection ダイアログで必要な設定を行ったら、Export をクリックしてエクスポートを
実行します。

エクスポートの概要

図 225 

エクスポートが完了すると、Object Selection ダイアログの内容がこのダイアログではグレーア
ウト表示されます。これはエクスポートが正常に行われたことを示します。

エクスポート

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 389



12.3.10 ExacTrac へのエクスポート

概説

承認済みの治療計画をブレインラボの ExacTrac 患者位置決め装置で使用するためにエクスポー
トすることが可能です。エクスポートできるのは、承認済みの治療計画のみです。

注記： DICOM エクスポートの後には、ExacTrac へのエクスポートを行うよう、自動的に指示さ
れます（P. 377 を参照）。
 

ExacTrac へのエクスポートの開始方法

ステップ

1.
Physicist's Verification ステップの Export セクションの Export Wizard をクリックし
ます。

2. Save Archives ダイアログの Export to ExacTrac を選択して Next をクリックします。

Summary ダイアログ

図 226 

ステップ

1.
ツリービューから、エクスポートしたいイメージセットやオブジェクトをすべて選択し
ます。

2. 患者名と患者 ID を自動的に匿名化したい場合は、Auto Anonymize をクリックします。

3.
これまでに完了したステップに関する補足情報を含むログファイル（P. 72 を参照）を表
示するには Logfile...をクリックします。

4. エクスポートを開始するには Export をクリックします。

エクスポートの制限

エクスポート可能なデータセットは、スキャン長が最大 1,000 mm、スライス数 400 未満のものの
みです。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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安全上の注意

警告
マシンの設定（ジョー設定を含むがこの限りではない）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システム）でいつでも同期されていることの確認はお客様
の責任で行ってください。プランニングに使用されるマシンの設定と、治療に使用するマシンの
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。

注意
エクスポートされたイメージセットの色はオリジナルの色とは異なる場合があります。色の異な
る 2つのオブジェクトを同じ色としてエクスポートしてしまうことがあります。

警告
治療に誤った治療計画を使用しないように、患者名、ID、アイソセンター名、エクスポート名を
確認して、対象患者に対する最終計画が ExacTrac にエクスポートされていることを必ず検証し
てください。該当する治療計画はまた、エクスポート前には必ず承認されていなければなりませ
ん。

警告
誤って変更されていないことを保証するために、必ず最終的な治療計画を承認してください。最
終的な治療計画は、承認直後にサードパーティー製システムまたは ExacTrac にエクスポートし
てください。

ExacTrac のアーカイブ設定

ExacTrac のアーカイブ設定を表示するには、Export to ExacTrac を選択して Export ウィザード
で Settings をクリックします。

図 227 

コンポーネント 機能

Archive Name アーカイブ名を変更できます。

Data path アーカイブファイルの格納場所

Close application af‐
ter successful export

これを有効にしていると、iPlan RT Dose はエクスポートが完了す
ると終了します。

エクスポート
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コンポーネント 機能

Platform
エクスポートに使用するプラットフォームを表示します。現在ここ
に表示されるのは ExacTrac のみです。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.11 DICOM エクスポート：臨床試験

概説

特定の記述情報を臨床試験用に編集できます。

各ドロップダウンリストから選択できる情報は、該当する臨床試験プラットフォームに入力され
ている情報が基準になっています（P. 398 を参照）。

その他のフィールドは、適切な情報をマニュアルで入力できます。

臨床試験用に DICOM エクスポートを開始する方法

ステップ

1. Physicist's Verification ステップで Export Wizard をクリックします。

2. ATC エクスポートプラットフォームを使って DICOM Export のアーカイブを選択します。

Clinical Trial ダイアログ

図 228 

コンポーネント 機能

Name 臨床試験のスポンサーに指定されている名前

Protocol ID 現在の臨床試験に該当するプロトコル ID

Protocol Name
選択されているプロトコルについて、選択されている臨床試験プラ
ットフォームで定義されているとおりの追加情報（P. 398 を参
照）。

Site ID 臨床試験を実施する施設のサイト ID

Site Name 臨床試験を実施する施設のサイト名

Case Number 現在の臨床試験の症例番号

Submission type データのステータス（Initial、 Correction または Final）

Coordinating Center 臨床試験をまとめる組織

エクスポート
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12.3.12 DICOM アーカイブの定義

概説

iPlan RT Dose は、ローカルのハードディスクへの、また DICOM PUSH 経由の PACS や R&V システ
ムなど、リモートのアーカイブへの DICOM エクスポートをサポートします。

アーカイブ定義の開始方法

ステップ

1.
Physicist’s Verification ステップの Export セクションの Export Wizard をクリック
します。

2. ダイアログの New Archive をクリックします。

3.

表示される New Archive ダイアログで以下のいずれかを選択します。

• ハードディスクへのエクスポート用にアーカイブを作成するには DICOM export to
file system

• PACS または R&V システムへのリモートエクスポート用にアーカイブを作成するには
DICOM export to PACS via Network

DICOM：ハードディスクへのエクスポートページ

図 229 

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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DICOM の設定方法：ハードディスクへのエクスポート設定

ステップ

1.
Archive Name フィールドに適切なアーカイブ名を入力します。デフォルト名は DICOM
Export です。

2.
• Data path フィールドに患者データのためのファイルパスをマニュアルで入力します。

• Browse ボタンを使って、該当するローカルパスを指定する方法もあります。

3.
AET フィールドには、お使いの施設で iPlan RT Dose 用に設定されているアプリケーショ
ン構成要素タイトルを入力します。詳細についてはブレインラボのサポートエンジニア
にお問い合わせください。

4.

Platform ドロップダウンリストから、該当するエクスポートプラットフォームファイル
を選択します。

DICOM エクスポートで使用可能なオプションは、選択されているエクスポートプラットフ
ォームファイルによって少しずつ異なります（P. 397 を参照）。

注記： 臨床試験エクスポートでは、Clinical Trial ダイアログを起動するために、事前
に設定された ATC Export Platform が選択されている必要があります。P. 398 を参照。
 

5.
m3 を完全統合している場合は、Archive for follow up export ドロップダウンリストか
ら、該当する m3 の設定を選択します。

6.
ファイルパスが有効であるかどうかを確認するには、Test connection をクリックしま
す。

7.
OK をクリックして Save Archives ウィザードページに戻ります。ここでは P. 378 に記載
されているように、該当するアーカイブをエクスポートすることができます。

DICOM：PACS エクスポートページ

図 230 

DICOM の設定方法：PACS へのエクスポート設定

ステップ

1.
Archive Name フィールドに適切なアーカイブ名を入力します。デフォルト名は DICOM
Network Push です。

エクスポート
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ステップ

2.
Server name or IP address フィールドと Server port number フィールドに該当する詳
細情報を入力します。

3.

Server AET フィールドには、PACS サーバーに対して定義されているアプリケーション構
成要素を入力します。

• アプリケーション構成要素タイトルは大文字小文字の区別がされています。

• 詳細についてはブレインラボのサポートエンジニアにお問い合わせください。

4.
Local AET for Query フィールドのクエリーに対するローカルのアプリケーション構成要
素タイトルを入力します。

5.

Platform ドロップダウンリストから、該当するエクスポートプラットフォームファイル
を選択します。

DICOM エクスポートで使用可能なオプションは、選択されているエクスポートプラットフ
ォームファイルによって少しずつ異なります（P. 397 を参照）。

6.
m3 を完全統合している場合は、Archive for follow up export ドロップダウンリストか
ら、該当する m3 の設定を選択します。

7.
ファイルパスが有効であるかどうかを確認するには、Test connection をクリックしま
す。接続セットアップに対するタイムアウトは Timeout (s)フィールドに秒単位で入力し
てください。

8.
OK をクリックして Save Archives ウィザードページに戻ります。ここでは P. 378 に記載
されているように、該当するアーカイブをエクスポートすることができます。

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.13 DICOM プラットフォームファイル

概説

エクスポートした DICOM データを各施設にて次に使用する目的に合わせて、ユーザーの要求に合
わせたさまざまなエクスポートプラットフォームファイルをブレインラボのサポートエンジニア
が事前に定義します。

• エクスポート中に使用可能なオプションは現在のアーカイブ用に選択されているエクスポート
プラットフォームファイル内での設定に応じて少し異なります（P. 394 を参照）。

• 安全上の理由により、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
ポートエンジニア以外は編集できません。

• デフォルトのエクスポートプラットフォームを使用すると誤った治療につながるおそれがあり
ます。

• ただし、臨床試験に使用するプラットフォームファイルについては、以下に示すように担当の
物理士が編集することも可能です。

エクスポート
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12.3.14 臨床試験用プラットフォームの設定

概説

サンプルの臨床試験プラットフォームは*.xml ファイルとして以下に保存されています。C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• 臨床試験のスポンサー用に別のプラットフォームファイルを作成してください。こうすること
により、特定のタイプのすべての臨床試験に対して、あらかじめ標準の設定（下表参照）を行
うことができます。

• この後、DICOM エクスポート時に Clinical Trial ダイアログで各臨床試験に対して個別に設
定を行うことができます（P. 393 を参照）。

注記： DICOM Export Platform ファイルは権限を持たないユーザーにより編集された場合には無
効になりますが、臨床試験プラットフォームは保護されておらず、そのユーザーが編集すること
は可能です。
 

タブ名 値のタイプ 解説

SponsorName 文字列 臨床試験のスポンサー　例：RTOG、NSABP、JCOG など

CoordCenter 文字列 臨床試験を評価するための調整センター

SiteID 自然数 サイト ID は調整センターで割り当てられます。

SiteName 文字列
サイト名は、DICOM エクスポート時に Clinical Trial ダ
イアログに入力できます。

SubmissionType
“Correc‐
tion ” 、
“Initial”、
“Final”

提出のタイプ

ProtocolList
entries 自然数 プロトコルリストに追加されるエントリーの総数

Protocol number 自然数
単独のプロトコルリストのエントリーに割り当てる数字
で、これが Clinical Trial ダイアログ内のドロップダ
ウンリストでの表示順を定義します。

Protocol ID 文字列
該当する臨床試験プロトコルに対するショート ID　例：
RTOG0415

Protocol Name 文字列 臨床スタディーの内容

DICOM およびその他のフォーマット経由のエクスポート
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12.3.15 エクスポート結果の検証（DRR）

概説

各アイソセンターに対し、セットアップ画像が 0°と 90°の方向の 2 枚ずつエクスポートされま
す。Physics Administration での設定内容によっては、MLC の輪郭やオブジェクトの輪郭ととも
に、各ビームに対して 1枚ずつのビームズアイビュー（BEV）もエクスポートされます。

• IMRT 照射の場合、BEV 画像には、MLC の形状が PTV を囲む輪郭と一致した状態の開始位置が表
示されます。

• ダイナミックアークについては、BEV 画像には初期状態の MLC 照射野が表示されます。

エクスポートした DRR に表示される情報（例：MLC 照射野または実際のオブジェクト形状を表示
するか否か）は RTPlan のプロパティーで設定できます（P. 161 を参照）。

警告
セグメントオブジェクトを DICOM RT 画像に正しくエクスポートできるのは、ピクセルの幅およ
び高さが同じ値に設定されている場合のみです。

エクスポートした DRR

図 231 

DRR エクスポートの定義

DRR をエクスポートするかの有無、またこれらの DRR に含める情報は、治療計画のプロパティー
（P. 360 を参照）および治療グループのプロパティー（P. 361 を参照）で定義できます。

注記： DRR 内の他の情報をエクスポートすると、次の治療フィールドセットアップにおけるパタ
ーンマッチングに影響があることがあります。
 

ソフトウェアユーザーガイド、Physics Administration 4.5 を参照。

警告
オブジェクトのセグメンテーションの解像度は、オリジナルのイメージシリーズよりも低い基準
になっています。このため、オブジェクトの輪郭は体組織の表示ほどは正確ではない場合があり
ます。ストラクチャー、特にアイソセンターは、方向決定のためにのみ含まれています。患者の
位置決めのために輪郭や MLC 形状を使用しないでください。

エクスポート
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12.4 エクスポートのバックグラウンド：DICOM RT Plan
における照射線量

概説

処方線量が最終的に決定されると、線量のエクスポートを実施できます。エクスポートされた治
療計画には治療計画に関する情報（例：リニアックのガントリー、コリメータの位置、MLC の形
状、MU 値など）が含まれます。処方線量用にエクスポートされた値は以下の条件によって異なり
ます。

• 線量が 1 つの PTV のみに対して処方されている場合：この場合処方される値は実際の値と同等
になります。

• 治療に、複数の PTV に対する複数の処方が含まれる場合。これらの処方線量は互いに影響しま
す。

2つの PTV に対する照射の例

下の例では、PTV 1 への 1 ビームが PTV2 と交差するため、PTV 2 の処方線量にかなりの線量が加
わります。

図 232 

このため、エクスポートされた線量値が以下のように影響を受けます。

• 上図のとおり、PTV 2 に対する単一ビームの線量は、アイソセンターへの処方線量の 75Gy と
一致しません。PTV2 と交差する PTV1 への 1ビームにより、15Gy が追加されます。

• この計画を R&V システムにエクスポートする際、単一ビーム線量に照射回数を乗じた PTV 2 へ
の線量は合計 60Gy になります。

元の処方線量と比較して生じたずれをなくすために、R&V システムに対する単一ビームの線量、
ひいては総処方線量を修正する係数の算出が iPlan RT Dose によるエクスポート中に行われま
す。MU 値は影響を受けません。

PTV1 への 15Gy ビームの影響を受けた、PTV2 を照射する 4本のビームに関する値の例：

ビーム 照射回数 処方線量／Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

エクスポートのバックグラウンド：DICOM RT Plan における照射線量
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R&V システムへのエクスポート後の値

ビーム 照射回数 処方線量／Gy MU

1 10 2.5 150

2 10 2.5 150

3 10 1.25 50

4 10 1.25 50

サードパーティーシステムへのエクスポート

サードパーティー製のアプリケーションの中には、1 つの治療計画に複数照射が想定されていな
いものもあるため、iPlan RT Dose では治療計画の内容をエクスポート用に分割することができ
ます。iPlan RT Dose の以前のバージョンとは異なり、デフォルトでの治療計画分割はもはや治
療グループ／アイソセンターごとではなく、処方ごとに行われます。エクスポートされた各治療
計画には、（所属する治療グループ／アイソセンターにかかわらず）1 回分の照射と、関連する
すべてのビームが含まれます。下位互換性のためには、エクスポートプラットフォームを使って
治療グループごとに治療計画の分割設定を行うことはできます。詳細についてはブレインラボの
サポート部門にお問い合わせください。

エクスポート
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12.5 Varian MLC のエクスポート

概説

MLC のデータを DICOM 経由で R&V システムに送信できない場合、Treatment Planning ステップで
Functions エリア内の Create Varian MLC file(s)機能を使うことによって MLC データをワーク
ステーションのハードディスク上の設定済みディレクトリーに書き込むことができます。

そこでそれぞれのファイルをマニュアルでデータ記録媒体に保存し、ノバリス／MLC ワークステ
ーションで使用できるようにできます。

警告
Varian MLC ファイルに MU 値で分割したビーム／アークのみを使用すると、MLC ファイルは 1 つ
しか書かれません。このファイルはビームのすべての部分に使用される必要があります。スプリ
ット IMRT 照射野に対しては、それぞれの IMRT 亜照射野の全部分に対して 1 ファイルずつ、個別
のファイルが書かれます。

警告
Varian MLC ファイルを使用する際には必ず、それぞれのビーム／アークに対して正しい MLC ファ
イルを使用するようにしてください。ビーム名およびアーク名は一意で識別しやすいものにする
よう、注意してください。ビーム名およびアーク名には 21 文字以上は使用しないでください。
長い名前は Varian MLC ファイルには書き込まれないため、MLC ファイルのエクスポートを行う前
に切り捨てる必要があります。異なるビームやアークが混同することがないよう、Varian MLC フ
ァイルをマニュアルで変更しないでください。

警告
ブレインラボは、患者ごとに行われる品質保証の一環として、病院が以下を保証するチェックリ
ストを準備し、提供することを推奨しています。

• 正しい Varian MLC ファイルが使用される。

• 正しいビームとアークが適用される。

• 使用される MLC ファイルは承認された最終的な治療計画に適したファイルである。

警告
必ず承認された DICOM 計画に対応する Varian MLC ファイルをエクスポートしてください。

Varian MLC ファイルの作成

ステップ

1.
Treatment Planning ステップの Functions エリアにあるリストから RT Plan を選択しま
す。

2. Create Varian MLC file(s)をクリックしてそれぞれのファイルをエクスポートします。

3.

エクスポートしたファイルが正常に作成されると、対応したメッセージが表示されま
す。

4. メッセージを確認したら OK をクリックします。

Varian MLC のエクスポート
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13 治療データの印刷

13.1 印刷用文書の作成

概説

治療計画が完了すると、ツールバーにある Print ボタンを使ってこれを印刷することができま
す。

• リストから印刷したいドキュメントを選択できます。

• ドキュメントの印刷プレビューの表示、PDF 形式での保存ができます。

• ドキュメントの詳細を設定できます。

• 頭蓋内治療用のオーバーレイを作成するためにターゲットポジショナーを指定することも可能
です。

印刷機能の起動方法

ステップ

Print ボタンをクリックして Print ダイアログを開きます。

治療データの印刷
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Print ダイアログ

図 233 

Print ダイアログの詳細

No. コンポーネント

① 印刷プレビュー

② ターゲットポジショナーの選択

③ ドキュメント選択リスト

④ 印刷内容の作成機能

⑤ プリンター管理機能

安全上の注意

警告
すべての治療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
印刷される座標はすべて、適合する位置決め装置においてのみ有効です（P. 20 を参照）。

印刷用文書の作成
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13.1.1 ドキュメントの印刷プレビュー

ドキュメントのプレビュー表示の方法

ステップ

1.

使用可能なドキュメントの名前は Select Documents リストに表示されます。

2.

ドキュメントを印刷プレビューエリアに表示するには、リスト内のそのドキュメント名
をクリックします。

使用可能なドキュメント

図 234 

治療データの印刷
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TaPo Overlays ドキュメントの条件

以下の場合には TaPo Overlays ドキュメントを作成できません。

• キャリブレーション済みのプリンターがない場合

• 治療計画にローカライズした頭蓋内データセットが含まれない場合

• 治療計画が承認されていない場合

ターゲットポジショナーの選択方法

ローカライズした頭蓋内治療に適切なオーバーレイを作成するには、必要なターゲットポジショ
ナーを選択します。

図 235 

• リストに表示される、使用可能なターゲットポジショナーは、お使いのシステム設定と、施設
でお使いのターゲットポジショナーのモデルによって異なります。

• ここでの選択によって、最終的なターゲットポジショナーオーバーレイの内容は変わります。

警告
すべてのターゲットポジショナーのプリントアウトのために、光照射野チェックを追加で行い、
マシンプロファイルの設定を検証してください。

警告
患者の位置決めにターゲットポジショナーオーバーレイを使用する場合、治療には iPlan RT に
よって関連付けられた治療計画を使用する必要があり、治療計画は他の治療計画システムによっ
て変更してはなりません。

印刷用文書の作成
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13.1.2 治療ドキュメントの印刷

概説

各ドキュメントの印刷設定を行うことで（P. 409 を参照）、設定を反映したドキュメントを印
刷することができます。

注記： TaPo オーバーレイは、P. 406 に記載されている条件が満たされるまで印刷できません。
 

プリンターの選択方法

たとえばターゲットポジショナーオーバーレイにはインクジェットプリンター、治療データには
レーザープリンターのように、ドキュメントごとに異なるプリンターを設定できます。

プリンターを設定するには、ドキュメントの横にあるプリンター名をクリックして、目的のプリ
ンターを選択します。

ドキュメントの印刷方法

ステップ

1.
印刷する各ドキュメントに対応するチェックボックスを有効にします。複数選択も可能
です。

2. Print Selection をクリックします。

注意
印刷したオーバーレイがターゲットポジショナーのグリッドやキャリアプレートと一致するかを
慎重に確認してください。

メートル法

iPlan の数字はすべてメートル法で表示されています。単位が指定されていない場合の単位はミ
リメートルです。

治療データの印刷
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13.1.3 治療ドキュメントのエクスポート

概説

Export To ダイアログで確認する指定パスにドキュメントを直接エクスポートできます。選択し
たドキュメントのファイル名を変更することもできます。

図 236 

一部の R&V システムはこれらの治療ドキュメントを自動的にインポートできます。詳細について
は、R&V の製造元にお問い合わせください。

印刷用文書の作成
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13.2 ドキュメントの設定

印刷に向けたドキュメントの設定方法

ステップ

印刷用にドキュメントを設定するには、Print 画面の Functions エリアにある Configure
Documents をクリックします。

Configure Documents ダイアログ

図 237 

治療データの印刷
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13.2.1 ターゲットポジショナーオーバーレイの設定

ターゲットポジショナーオーバーレイの設定方法

Configure Documents ダイアログから TaPo Overlays タブを選択します。

TaPo Overlays タブ

図 238 

コンポーネント 機能

All isocenters on one
set of target posi‐

tioner overlays

治療計画に複数のアイソセンターがある場合、これらすべてが 1 枚
のオーバーレイシートに印刷されます。

Separate set of target
positioner overlays

per isocenter

治療計画内の各アイソセンターがそれぞれ個別のオーバーレイシー
トに印刷されます。

Paper Size
ここでのデフォルト設定は A4 です。他の紙サイズが必要な場合は、
担当のブレインラボサポートエンジニアが設定いたします。

ドキュメントの設定
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13.2.2 DVH グラフの PDF 設定

DVH グラフの PDF の設定方法

Configure Documents ダイアログから DVH Graphs タブを選択します。

治療グループ（例：PTV や OAR）の線量体積ヒストグラムを含む PDF を生成できます。

DVH Graphs タブ

図 239 

コンポーネント 機能

One Image per Page 1 ページにつき 1つの DVH が印刷されます。

Four Images per Page 1 ページにつき 4つの DVH が印刷されます。

Separate chart per object 1 つのオブジェクトにつき 1つの DVH が作成されます。

A chart with all objects 全オブジェクトに対して DVH が 1 つだけ作成されます。

治療データの印刷
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13.2.3 線量分布の PDF の設定

線量分布の PDF の設定方法

Configure Documents ダイアログから Dose Distribution タブを選択します。

治療オブジェクトに対する、たとえば等線量曲線、閾値情報およびスライスビューなどを含む
PDF を作成できます。

Dose Distribution タブ

図 240 

ダイアログの詳細

コンポーネント 機能

Orientation Selec‐
tion

印刷するスライスの方向を選択します。

Slices Selection

選択対象：

• 全スライス

• 1 枚おきスライス

• PTV と、設定マージン

• 特定のスライスを印刷対象として選択するには、Manual selection
を使用します。

• マウスを左押ししたままポインターを左右に動かしながらスライス
のプレビュー上で動かすことによって、スライス間をスクロールす
ることも可能です。

Zoom

以下のいずれかの線量分布情報に対する倍率を設定します：

• Whole Slice：スライス全体

• PTVs + Margin：PTV の周囲のズームマージン

Page Layout

線量分布データは以下のいずれかの設定で印刷できます。

• One Image per Page
• Four Images per Page

ドキュメントの設定
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コンポーネント 機能

Other Options

• Show Isodose Legend：等線量情報の凡例を表示

• Hide tissue information：照射領域を、組織情報のない輪郭で表示

• Show the Overview only：PDF に概要のみを表示

治療データの印刷
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13.2.4 ビームズアイビューの PDF 設定

ビームズアイビューの PDF の設定方法

Configure Documents ダイアログから BEV タブを選択します。

計画した治療エレメントそれぞれに対する、現在のビームズアイビューを示した PDF を作成でき
ます。IMRT 照射の場合、プリントアウトにはフルエンスマップも含まれます。

BEV タブ

図 241 

コンポーネント 機能

Page Layout

ビームズアイビューのデータは以下のいずれかの設定で印刷できま
す。

• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
該当する線源－画像間距離をミリ単位で定義できます。これは BEV
画像、およびフルエンスマップを有する画像に適用されます。

ドキュメントの設定
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13.2.5 DRR の PDF 設定

DRR の PDF の設定方法

Configure Documents ダイアログから DRRs タブを選択します。

計画した各治療エレメントの DRR を含む PDF を作成できます。DRR を使用した、病院固有の位置
決め手順は臨床使用する前に検証する必要があります。

DRR の中身は、RTPlan Properties ダイアログで設定できます。P. 360 を参照。

DRRs タブ

図 242 

コンポーネント 機能

Paper Size
ここでのデフォルト設定は A4 です。他の紙サイズが必要な場合は、
担当のブレインラボサポートエンジニアが設定いたします。

Page Layout

DRR は以下のいずれかの設定で印刷できます。

• One Image per Page
• Four Images per Page

Reconstructions

• DRR の印刷方向は以下のいずれかの方向に設定できます。Beam
Shots

• Setup Shots

警告
DRR の印刷に使用される縮尺は、実際の X 線画像の縮尺とは一致しません。より実際的な縮尺で
表示するには、DICOM RT を使って DRR エクスポートを実行してください。

治療データの印刷
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13.2.6 患者位置決めの設定

患者位置決めの設定方法

Configure Documents ダイアログから Patient Positioning タブを選択します。

テーブルやガントリーを基準にした患者の位置を示す PDF を作成できます。アーク照射の場合、
患者モデルのプリントアウトは、アークのガントリーを基準にした患者の開始位置と終了位置を
示します。

ブレインラボでは、予定された患者の位置に対して実際の患者の位置をプリントアウトして確認
することをお勧めします。

Patient Positioning タブ

図 243 

コンポーネント 機能

Page Layout

患者の位置は以下のいずれかの設定で印刷できます。

• One Image per Page
• Four Images per Page

ドキュメントの設定
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13.3 治療ドキュメントの保存

概説

有効なドキュメント（該当するチェックボックスにチェックマークが表示されている）を保存す
るには Print 画面の Save Selection 機能を使用します。

デフォルトの保存場所は、プランニングステーション内の、現在の治療計画用フォルダーです。
ただし、必要に応じて治療ドキュメントを別のフォルダーに保存することもできます。

Save 機能で保存していないドキュメントは、ソフトウェアを終了すると自動削除されます。

安全上の理由から（必ずキャリブレーション済みのプリンターで印刷が行われることを保証する
ため）、ターゲットポジショナーオーバーレイは保存できません。

ドキュメントの保存

ステップ

1. 保存するドキュメントに対応するチェックボックスを有効にします。

2.

Save Selection をクリックします。Save Files ダイアログが表示されます。

3.
必要に応じて出力する PDF ファイルのデフォルトのファイル名を変更することができま
す。

治療データの印刷
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ステップ

4.

出力ディレクトリーを変更したい場合には、Browse をクリックします。表示されるファ
イルディレクトリーから新しい位置を選択します。

5. OK をクリックして、選択した PDF ドキュメントを目的の場所に保存します。

治療ドキュメントの保存
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13.4 プリンターの管理

概説

Print 画面の Manage Printers 機能では、使用可能なプリンターを表示するとともにキャリブレ
ーションを行うことができます。

図 244 

使用可能なプリンター

プランニングステーションに使用可能なすべてのプリンターがダイアログの中央に一覧表示され
ます。

図 245 

オプション

リストにあるプリンターを無効にしたい場合は、リスト内の該当するエントリーを選択して
Disable をクリックします。

無効にしたプリンターを再び有効にするには、リストから選択して Enable をクリックします。

印刷余白の設定方法

ステップ

1.
デフォルトのプリンター余白で目的の印刷結果を出せない場合、Margins [mm]の下にあ
るフィールドを使って適切なプリンター余白を設定できます。

2. Save を押すと余白の設定が保存できます。

治療データの印刷
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プリンターのキャリブレーションの開始方法

ターゲットポジショナーオーバーレイを正しく印刷するには、選択したプリンターが正確にキャ
リブレーションされている必要があります。その他のドキュメント（P. 405 を参照）はキャリブ
レーションしていないプリンターで印刷してもかまいません。

プリンターのキャリブレーションを開始するには、リストから必要なプリンターを選択し、
Calibrate をクリックします。

Calibration ダイアログ

図 246 

プリンターのキャリブレーション方法

ステップ

1.
キャリブレーションダイアログで Print Grid をクリックします。

選択したプリンターの x軸と y軸のスケールが印刷されます。

2.

ルーラーを使って、プリントアウト上の、x軸と y軸の実際の全長を測定します。

どちらの軸についても、実際の長さがプリントアウトが示す長さとずれている可能性が
あります。プリンターのキャリブレーションの目的は、このずれを補正することにあり
ます。

3.
該当フィールドに x軸と y軸のスケールの測定値を入力します。

入力したそれぞれの値に 10 を乗じてください。例：179.5mm は 1795 と入力

4.
Verify をクリックすると、選択したプリンターで更新した x軸と y軸のスケールが印刷
されます。

5.
ルーラーを使って、再びプリントアウト上の、x軸と y軸の全スケールを測定します。

今度はプリントアウトに表示される測定値と実際の長さが一致しているはずです。

6.

• 実際の測定値とプリントアウトに示される長さが一致していれば、Accept をクリック
してプリンターのキャリブレーションを完了します。

• 一致していなければ、Print Grid をクリックし、値が一致するまで手順を繰り返しま
す。

プリンターの管理
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キャリブレーションの結果

図 247 

キャリブレーションが正常に完了すると、これを行ったプリンターはリストの中でキャリブレー
ション済み、と表示されます。

治療ドキュメントの出力のために複数のプリンターをキャリブレーションすることは可能です。

治療データの印刷
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プリンターの管理
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14 iPlan RT Adaptive

14.1 適応放射線治療とは

概説

適応放射線治療とは、治療の過程で時間の経過とともに生じる患者およびその臓器への変更に合
わせて治療計画を改善していく治療アプローチです。これらの変更とは、患者のセットアップ、
体重の増減による、または治療に応じたオブジェクトのボリュームおよび部位への変更を指しま
す。

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive は iPlan RT とともに供給される、意思決定用のツールです。これは iPlan
RT および iPlan RT Image でしか操作できません。治療計画の再プランニングには使用できませ
ん。

iPlan RT Adaptive は、治療計画が、患者の治療改善のために変更を必要としているか、そのま
までも有効かどうかを判断するのに役立ちます。判断の基準は、追加したコーンビーム CT スキ
ャン、または追加したプランニング用 CT スキャンです。このツールを使用することにより、
iPlan RT Dose での簡単かつ迅速に再プランニングの処理が可能になります。

基準となるのは、患者の治療に現在使用されている、オリジナルの治療計画です。各照射の後に
（または新規スキャン（コーンビーム CT または CT）が使用可能になった場合）、新規データセ
ットがオリジナルの治療計画に追加されます。データセットは堅牢かつ弾性にフュージョンさ
れ、オブジェクトは新規データセットに自動的に転送されます。

新規の輪郭、およびオリジナルの線量分布の線量オーバーレイ（オリジナルの治療計画用に計算
されたもの）を基準に、医師／物理士はレビューを実行し、計画が有効か否かを判断することが
できます。

共通のソフトウェアインタフェース

iPlan RT Adaptive は iPlan RT および iPlan RT Image と同じユーザーインタフェースおよび共
通の GUI 機能を持っています。

共通する機能には以下のようなものがあります。

• 患者レコードおよびデータの読み込み

• 標準的な画像操作機能

iPlan RT Adaptive のワークフロー

iPlan RT Adaptive の標準的なワークフローは、使用可能な場合、または必要な場合にいつでも
新規または追加のデータセットを追加するというものです。

ステップ

1. 治療計画を読み込みます。

2.
データセット（コーンビームまたは追加したプランニング用 CT スキャン）を追加インポ
ートします。

3. データセットに同じ座標を設定するために、イメージフュージョンを実行します。

iPlan RT Adaptive
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ステップ

4.

オブジェクトのモーフィングを実行します。iPlan RT Adaptive は、フュージョンされた
他のイメージセット内で定義されているプランニングオブジェクト用に、より新しいイ
メージセットを探します。オブジェクトペアが定義でき、撮像日にかかわらず、オブジ
ェクトを 1つのデータセットから別のデータセットに転送することができます。これは
弾性変形です。

5.
必要に応じ、オブジェクトの変形を行います。こうすることにより、オブジェクトの標
準操作ツールを使って、モーフィングされたオブジェクトを適合することができます。

6.
時間の経過に伴う物理的な変更を確認し、オリジナルの線量分布が満足できるものかを
検討します。

7.
オリジナルの治療計画を保持するか、iPlan RT Dose で再度プランニングを行うためにデ
ータを処理するかを選択します。

警告
iPlan RT Adaptive で保存した治療計画は、再プランニング用に処理されるまで、iPlan RT Dose
で読み込むことはできません。

適応放射線治療とは
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14.2 データの表示およびインポート

概説

View and Import ステップでは治療計画を表示し、より新しいデータセットをインポートできま
す。

メインスクリーン

図 248 

iPlan RT Adaptive
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14.2.1 その他のイメージセットの追加

概説

患者の、より新しいイメージセットを治療計画にインポートすることができます。追加できるの
は CT データのみです。

既存の治療計画に新規のイメージセットを追加する前に、読み込んだ治療計画が新規イメージセ
ットの患者のものであって、正しい治療計画が読み込まれていることを確認してください。

安全上の注意

警告
コーンビーム CT の品質は多様です。関連するすべての情報が正しく表示されており、画像の品
質（スキャン範囲やコントラスト）が不十分な場合には患者を再撮像し、この低品質のスキャン
画像を計画の再バリデーションなどに使用しないよう、注意してください。

警告
iPlan RT は、スキャナーで計算、エクスポートされたとおりの、ピクセルあたりの HU 値しか表
示できません。このデータの解析は慎重に行い、情報が正しいことを確認してください。例：コ
ーンビーム CT データや回転血管造影データには実際の HU 値は含まれません。インポート時に正
しいサブモダリティー／モダリティーが指定されなかった場合には、ソフトウェアは正しい HU
値とグレー値の違いを判別できません。

注意
既存の治療計画に新規のイメージセットを追加する前に、読み込んだ治療計画が新規イメージセ
ットの患者と同じ患者のものであって、正しい治療計画が読み込まれていることを確認してくだ
さい。

注意
必ず、プランニングに使用したデータが適切であること、つまり関連するすべての情報が表示さ
れており、データセットが歪んでいないことを確認してください。

サードパーティー製プランニングシステムからインポートした、またはそれらへエクスポートす
るストラクチャー形状は慎重に検証してください。DICOM 規格の性質上、TPS ベンダー間で DICOM
規格の処理が異なるために、ストラクチャーによっては、転送時に修正、または誤って変更され
ることがあります。

データセットのインポート方法

ステップ

1.

Add Data ...をクリックします。

2.
Set Selection ダイアログで Orientation を押して、正しいモダリティー／サブモダリテ
ィーの方向を入力します（P. 428）。

データの表示およびインポート
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ステップ

3.

任意のアーカイブを読み込むと、この新規データを現在の患者データに追加したいかど
うかを尋ねるメッセージが表示されます。

• Merge をクリックすると、新規データが直接現在の患者データに追加されます。

• Cancel をクリックすると新規データの追加が中止されます。

注記： DICOM のアーカイブやインポートのオプションに関しては、クリニカルユーザーガイド、
iPlan RT Image を参照してください。
 

注意
DICOM データをインポートする際は、すべての一般 DICOM 情報（例：モダリティー、患者名、生
年月日）が iPlan RT Adaptive で正しく解析されており、スキャナーから転送されている情報が
正確であるか否かを慎重に確認してください。

警告
必ず、それぞれのスキャンに対してサブモダリティーを入力してください。

iPlan RT Adaptive
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14.2.2 インポート中に画像方向を変更

Orientation ダイアログの表示方法

Orientation ダイアログを表示するには Set Selection ダイアログで Orientation ...をクリッ
クします。

Orientation ダイアログ

図 249 

画像方向の変更方法

データを正確に表示（例：ハンスフィールド値）するには、正しいイメージングモダリティーお
よびサブモダリティーが選択されていることも確認してください。

モダリティーおよびサブモダリティーの入力方法

Modality および Submodality はこのダイアログで入力することも、iPlan RT Dose の治療計画の
属性に入力することもできます。

コーンビーム CT 画像については、サブモダリティー CB を入力するよう、注意してください。

安全上の注意

警告
スキャナーに正しい患者方向が入力されていることを確認してください。

警告
方向に関するすべての変更がシリーズコメントとログファイルに記載されます。

警告
正しいモダリティーおよびサブモダリティーが選択されていることを確認してください。

データの表示およびインポート
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警告
コーンビーム CT には真の HU 値は含まれていないため、線量計算が不正確な可能性があるので注
意してください。

使用可能な方向機能

患者はスキャンされたがスキャンオペレーターが誤った方向を使用した、または誤ったモダリテ
ィーを入力した場合には、これらの機能で画像方向やモダリティーを修正することができます。
一部のスキャナーや、医療情報のフォーマットでは、画像のヘッダーに画像方向の情報が含まれ
ないことがありますのでご注意ください。

コンポーネント 機能

Browsing im‐
ages

画像の再構成ビューにあるスライスは、適切な画像が見つかるまで、昇順ま
たは降順でブラウズできます。以下の操作が可能です。

• マウスホイールを使うと、使用可能な画像データの中をスライス 1 枚ずつス
クロールできます。

• キーボードのシフトキーを押しながらマウスホイールを使うと、使用可能な
画像データの中をグループ別にスクロールできます。

• キーボードの上下矢印を使うと、1 枚前のスライス、または 1 枚後のスライ
スを表示できます。

• キーボードの Pg Up キーおよび Pg Dn キーを使うと、使用可能な画像データ
の中をグループ別に前後にスクロールできます。

Flip A-P 選択した画像を以下の方向に反転できます。

• A-P（前後）

• H-F（頭足）

• L-R（左右）

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P 選択した画像を以下の方向に回転できます。

• A-P（前後）

• H-F（頭足）

• L-R（左右）

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo 最後に加えた変更を元に戻します。

Reset すべての変更をリセットします。

Modality
スキャンデータセットのモダリティーは、スキャナー側であらかじめ設定さ
れていなければ、ここで選択できます。

Submodality

スキャナー側であらかじめ設定されていなければ、現在のモダリティーに適
切なサブモダリティーを選択できます。

• Angio
• Contrast
• CB = コーンビーム

Patient Ori‐
entation

• スキャナー側であらかじめ設定されていなければ、患者方向は Prone、Su‐
pine、Decubitus Left、または Decubitus Right のいずれかを選択します。

• 自動で Unknown と設定されている場合には、次に進む前に、画像データに対
して正しいオプションが選択されていることを確認してください。

Scan direction

• スキャン方向については、Head first または Feet first のいずれかを選択
します。

• 自動で Unknown と設定されている場合には、次に進む前に、画像データに対
して正しいオプションが選択されていることを確認してください。

Image Type

• 画像タイプの方向については、Axial、Coronal、Sagittal または Unknown
のいずれかを選択します。

• 自動で Unknown と設定されている場合には、次に進む前に、画像データに対
して正しいオプションが選択されていることを確認してください。

Series comment スキャナーのオペレーターが入力したコメントを表示します。

iPlan RT Adaptive
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安全上の注意

警告
画像のラベルを慎重に確認してください（左右、前後、頭足）。患者方向を修正する必要がある
と確信できる場合にのみ、回転ボタンを使用してください。定義した方向が正しいことを確定す
るには OK をクリックします。

データの表示およびインポート
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14.3 イメージフュージョン

概説

Image Fusion を使用することにより、オリジナルの治療計画のイメージセットを、最近インポー
トしたデータとフューズすることができます。こうすることにより、オブジェクトの比較や線量
オーバーレイのためにすべてのデータセットを同じ座標系に設定することができます。

治療位置を決めるために IGRT で実施したのと同じフュージョンを実施することが非常に重要で
す。

すべての追加データセット（CT またはコーンビーム CT スキャン）をオリジナルの治療計画のリ
ファレンスセットにフューズすることが推奨されています。

フュージョンアルゴリズムの第 1 のステップは、スタートポジションの検出です。これは、画像
のバランスポイントのフュージョンを行うことにより実現します。次のステップは、粗いグリッ
ドのフュージョンです。マニュアルフュージョンが実施された場合には、フュージョンアルゴリ
ズムでは第 1のフュージョンステップがスキップされます。

注意
表示される線量の位置は rigid イメージフュージョンによって決まります。適切な線量表示を得
るには、rigid イメージフュージョンが、治療のための患者位置決めの際に実施されたフュージ
ョンと一致することを確認してください。

メインスクリーンのレイアウト

②

①
③

④

⑤
⑥

図 250 

Planning エリア

Planning エリアでは、プランニングビューおよびツールバーにある機能（P. 49 を参照）に加
え、以下のオプションが使用可能です。

No. コンポーネント 機能

① Spyglass
イメージフュージョンが完了すると、スパイグラスによりそ
の精度を確認できます。

iPlan RT Adaptive
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No. コンポーネント 機能

② Blue/amber
フュージョンを行うイメージセット間の違いを容易に識別で
きるように、スライスビューは 1 セットは青色で、もう 1 セ
ットは琥珀色で表示されています。

③ フュージョンペアリスト

Functions エリアの上部にイメージセットのペアが一覧表示
されています。

• New ...は新規のイメージフュージョンペアを設定したり、
既存のペアを修正するのに使用できます（P. 433 を参
照）。

• Reset は、完了したイメージフュージョンを元に戻すのに
使用できます。

④ Blue/Amber
これらの機能により青色／琥珀色の設定を調整してイメージ
ディスプレイを改良できます（P. 435 を参照）。

⑤ Manual Fusion
マニュアルフュージョンの機能には、粗調整（Coarse）や微
調整（Fine）を行うためのものがあります。P. 438 を参照
してください。

⑥ Automatic Fusion
この機能により、オートフュージョンで適用可能な特定の範
囲を設定することができます（P. 442 を参照）。

用語

用語 解説

関連セット
これはフュージョンペアのうち 2 つ目のイメージセットです。アライメント
セットにフュージョンされます。

アライメントセッ
ト

アライメントセットは、フュージョンを実施する選択肢のリストにある第 1
のセットです。これは、すべてのイメージセットが直接または間接的にフュ
ージョンの対象とする、ベースのイメージセットを言います：

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

追加したデータセットはすべて、オリジナルの治療計画のリファレンスセッ
トにフューズする必要があります。

上記の例では、CT1 がアライメントセットであり、オリジナルの治療計画の
リファレンスセットでもあります。

アライメントセットは同じ治療テーブルで次に行う患者の位置合わせに使用
するイメージセットです。

イメージフュージョン
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14.3.1 フュージョンペアの設定

概説

イメージフュージョンを実施する前に、適切なイメージペアを設定する必要があります。

ブレインラボでは、追加したデータセットをすべて、現在のプランニング用 CT にフューズする
ことを提案します。

イメージフュージョン中には第 2 のデータセットが変換され、第 1 のイメージセットに合わせて
回転します。サードパーティー製アプリケーションが回転データセットには対応していない場合
があるため、エクスポートするデータセットをフュージョンペアの第 1 のイメージセットに設定
する必要があります。

イメージペア作成の開始方法

ステップ

1. 適切なイメージペアを設定するには、Functions エリアで New ...をクリックします。

2. フュージョン作成用ダイアログが表示されます。

Fusion Creation ダイアログ

図 251 

フュージョンペアの選択方法

追加のデータセットをオリジナルのプランニング用 CT スキャンにフューズする方法：

ステップ

1. Image Set 1 から、オリジナルのプランニング用 CT スキャンを選択します。

2. Image Set 2 から、追加した CT スキャンを選択します。

3. OK をクリックします。

iPlan RT Adaptive
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フュージョンリスト

図 252 

イメージセットのペアは Functions エリアのフュージョンリストに表示されます。

再プランニング

再プランニングには、新規のプランニング用 CT（新規リファレンスセット）を Images Set 1 と
して選択し、古いリファレンスセットを Image Set 2 として選択することが推奨されています。

図 253 

同じ座標系

同じ座標系にあるイメージセットには、メニューバーのイメージセットペアのリスト内で、グレ
ーのチェックボックスにチェックが入っています。この座標情報は、イメージセットを、イメー
ジフュージョンタスクを含むプランニングソフトウェアにインポートするために使用される、
DICOM ファイルから生じています。

疑似座標系セット

同じボリューム情報（スライス数、スライス位置、スライス方向および撮像日が同じ）を持つイ
メージセットは、疑似座標系フュージョンによってフューズできるとみなされます。フュージョ
ン済みでない限り、それらのイメージセットペアには、メニューバーのイメージセットペアのリ
スト内で、グレーのチェックボックスにチェックが入っています。

イメージフュージョン
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14.3.2 フュージョンディスプレイの画質向上

概説

表示されている 2 つのイメージセットをより簡単に見分けられるように、フュージョンペアのう
ちアライメントセット（P. 433 を参照）は青色で表示されています。

イメージフュージョンでアライメントセットに合わせて調整するイメージセットは琥珀色で表示
されます。

見当識を補助するために、琥珀色のイメージセットと青色のイメージセットはイメージビューの
右上で識別表示されています。

フュージョンビュー

① ②

図 254 

No. コンポーネント

① 標準表示

② 輪郭が琥珀色表示

青色／琥珀色スライダー

図 255 

フュージョンディスプレイの調整

オプション

特定のイメージセットをよりはっきりと表示するには、スライダーを適切な方向に動かします
（Blue または Amber）。

特定のイメージセットの輪郭のみを表示するには、該当する Edges チェックボックスにチェッ
クを入れます。
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14.3.3 画像のウィンドウレベルの向上

概説

イメージフュージョンを行う場合、各イメージセットに対し、高度なウィンドウイング設定が個
別に定義できます。

これらの設定を調整することにより、表示されているイメージセットがより簡単に区別できるよ
うになります。

アドバンスウィンドウィング設定の開始方法

ステップ

Advanced Windowing ボタンをクリックして Windowing ダイアログを開きます。

Windowing ダイアログ

図 256 

画像のウィンドウイングの調整

2 枚の独立したタブページ（Windowing Blue と Windowing Amber）があるため、各イメージセッ
トに対して個別にウィンドウイング設定を定義できます。

アドバンスウィンドウイング機能の詳細については、P. 507 を参照してください。

イメージフュージョン
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イメージフュージョンのリセット方法

ステップ

完了したイメージフュージョンも Function エリアで Reset をクリックすればいつでも元に戻せ
ます。

フュージョンペアのリスト内で、イメージペアの左側にあるチェックボックスにはグレーのチ
ェックマークが付きます（もともと座標系のフュージョンでフュージョンが行われている場
合）。
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14.3.4 マニュアルフュージョンの実施

概説

マニュアルフュージョンでは、Fusion Creation ダイアログ（P. 433 を参照）で定義した青色の
アライメントセットに琥珀色のイメージセットをマニュアルで一致させることができます。

粗調整（Coarse）や微調整（Fine）を行う機能があります。

すべてのイメージビューに調整内容が表示されます。

フュージョン機能

図 257 

粗フュージョンのビュー

①

②

図 258 

粗フュージョンの実施方法

ステップ

1. Functions エリアで Coarse をクリックします。

2.
画像を任意の方向に直線移動させるには、イメージビューの中央にマウスを置き、手の
マーク①を使って琥珀色の画像を適切な位置までドラッグします。

3.
画像を回転するには、イメージビューの端にマウスポインターを置き、矢印付きの手の
マーク②を使って琥珀色の画像を適切な位置までドラッグします。

イメージフュージョン
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精細フュージョンのビュー

① ②

図 259 

精細フュージョンの実施方法

ステップ

1. Functions エリアで Fine をクリックします。

2.
画像を（上下左右に）直線移動させるには、イメージビューの端（上下左右の端）にマ
ウスを置き、矢印のマーク①を使って琥珀色の画像を適切な位置までドラッグします。

3.
画像を回転するには、イメージビューの角にマウスポインターを置き、カーブ矢印のマ
ーク②を使って琥珀色の画像を適切な位置までドラッグします。

注記： 精細なマニュアルフュージョン時に 1 回のマウスクリックでシフトする距離は、選択さ
れているズーム倍率によって異なります。
 

イメージフュージョンのリセット方法

ステップ

完了したイメージフュージョンも Function エリアで Reset をクリックすればいつでも元に戻せ
ます。

フュージョンペアのリスト内で、イメージペアの左側にあるチェックボックスにはグレーのチ
ェックマークが付きます（もともと座標系のフュージョンでフュージョンが行われている場
合）。
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14.3.5 フュージョン範囲の設定

概説

アライメントセットでフュージョン範囲を設定することにより、2 つのイメージセット間で整合
性がなく、フュージョンの精度を低下させるおそれのある情報を、次に行うオートフュージョン
から除外することができます。動きやすいターゲットボリュームやローカライザー装置などがそ
の例です。

最適な結果を得るには、イメージフュージョンに使用する範囲に、可能な限り類似した情報を多
く含め、異なる領域を除外するように調整します。

これは、頭の傾きが違うなど、異なる患者位置で取得したデータセット、または治療期間中に患
者の体重に増減があった場合に撮像された画像を使用したデータセットのフュージョンを行う場
合に特に重要です。

フュージョン機能

図 260 

フュージョン範囲機能の使用方法

ステップ

1.
フュージョン範囲を設定するには、Functions エリアで Modify Range ...をクリックし
ます。

2.
これで、デフォルトのフュージョン範囲を Modify Range ダイアログで変更できるように
なります。

注記： 通常、患者の体内構造は異なるため（コーンビーム CT をオリジナルの CT と比較した場
合）、フュージョンの範囲は、照射領域または骨などの固定ストラクチャーを基準に定義するこ
とが重要です。
 

注記： オートイメージフュージョンのデフォルトの関心領域は、Image Set 1 （New...ダイア
ログで設定したもの）のサイズの 70%です。
 

イメージフュージョン
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Modify Range ダイアログ

図 261 

フュージョン範囲の変更方法

ステップ

1.

ダイアログの右側にある Adjust Fusion Region ボタンをクリックします。

2. イメージビュー内の青い枠にマウスを置きます。

3.
枠は黄色に変わり、フュージョン用の基準として使用する領域を囲むように調整できる
ようになります。

4. フュージョン範囲を確認したら OK をクリックします。

設定したフュージョン範囲は、治療計画に関連する体構造ができる限り多く含まれるよう、適切
に配置され、十分なサイズである必要があります。

注意
変更を保存せずにイメージフュージョンのステップを終了すると、設定したフュージョン範囲に
関する情報はすべて消去されます。そのような場合にはオートフュージョンを行う前にフュージ
ョン範囲を再設定する必要があります（P. 442 を参照）。
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14.3.6 オートフュージョンの実施

概説

オートフュージョン機能では、2 つのイメージセットに共通する解剖学的構造を基準に、相互情
報量を用いたアルゴリズムで画像のフュージョンを行います。

この処理ではイメージスライスの輝度の違いは考慮されません。

注意
オートフュージョンを実施する際は、適正なオートフュージョン精度の確保のために適切なフュ
ージョン範囲を設定すること（P. 440 を参照）が強く推奨されています。オートフュージョンの
結果が不十分な場合、フュージョン範囲を修正してフュージョン結果を改善する必要がありま
す。

フュージョン機能

図 262 

オートフュージョンの実施方法

ステップ

1. オートフュージョンを開始するには AutoFUSE をクリックします。

2.

オートフュージョンに用いられるアルゴリズムでは、画像の重心位置のフュージョン処
理によりスタート位置を決定し、次に粗いグリッドのフュージョンを行います。すでに
マニュアルフュージョン（P. 438 を参照）を実施している場合はこのステップはスキッ
プされます。

3.
琥珀色のイメージセットが Fusion Creation ダイアログで定義した青色のアライメント
セット（P. 433 を参照）と一致するように移動および回転されます。

フュージョンの完了

図 263 

イメージフュージョン
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追加補正

オートフュージョンの結果が満足できるものでなければ以下が行えます。

• マニュアルフュージョンを実施（P. 438 を参照）

• フュージョン範囲を調整（P. 440 を参照）し、オートフュージョンを再実施

イメージフュージョンのリセット方法

ステップ

完了したイメージフュージョンも Function エリアで Reset をクリックすればいつでも元に戻せ
ます。

フュージョンペアのリスト内で、イメージペアの左側にあるチェックボックスにはグレーのチ
ェックマークが付きます（もともと座標系のフュージョンでフュージョンが行われている場
合）。
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14.3.7 フュージョン精度の検証

概説

2 つのイメージセットのフュージョンを終えると、スパイグラスビュー（プランニング画面の左
上）を使ってイメージフュージョンの精度を目視で確認できます。

• スパイグラスは青色の枠として、イメージフュージョンで調整された琥珀色のイメージセット
に重ねて表示されます。

• アライメントセットは青色の枠の中に表示されます。

リファレンスセット以外の、フュージョンしたデータセット内で輪郭描出された、すべてのオブ
ジェクトは、オブジェクトの位置および輪郭が正確であることを確認するためにリファレンスセ
ット上でしっかりと検証する必要があります。

スパイグラスビュー

図 264 

フュージョン精度の検証方法

ステップ

1. スパイグラス枠内にマウスを置きます。スパイグラスが黄色の枠に変わります。

2.
スパイグラス枠を重要な解剖学的ランドマーク上にドラッグし、イメージセットのフュ
ージョンが正確に行われているかを検証します。

注記： 必要に応じ、マウスを使って、フレームの端をクリック＆ドラッグしてスパイグラスの
サイズを変更することもできます。
 

警告
イメージフュージョンが完了したら、フュージョンの結果を検証し、画像が正確に関連付けられ
ていることを確認してください。

警告
フュージョンは、IGRT システムで患者の位置決めに使用されるものと一致している必要がありま
す。

イメージフュージョン
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14.4 オブジェクトのモーフィング

概説

iPlan RT Adaptive では、ソースセットで定義されたオブジェクトを追加したスキャンに割り当
てることができます。オブジェクトのコピーをターゲット画像にマッピングし、それらを現在の
サイズや形状に適合させます。この適合のプロセスがオブジェクトのモーフィングと呼ばれるも
のです。

モーフィングはまず、イメージセットの rigid フュージョンから始めます。ソースのデータセッ
トを選択すると、このソース内のすべてのオブジェクトは 2 つのデータセットの弾性フュージョ
ンを基にモーフィングされます。

ストラクチャータイプが "outer contour" のオブジェクトはモーフィングされません。モーフ
ィングは CT コーンビームの CT データセット上でしか実施できません。オブジェクトは、モーフ
ィング未実施、またはモーフィング用のモデルとして使用されていない場合に限り、別のデータ
セットに移動できます。

メインスクリーン

図 265 

警告
オブジェクトのモーフィングは輪郭描画のワークフローの効率を高めますが、医師の臨床判断の
代わりとなるものではありません。変形した輪郭は自動補正されないため、それらを治療計画の
評価やプランニングに使用する前に、医師が各スライスの変形した輪郭を検証、変更、そして承
認する必要があります。

MR スキャン内のオブジェクト

オブジェクトが MR のデータセット内で定義された場合、オブジェクトのモーフィングを実施す
る前にそれらを CT のリファレンスセットに移動させてください。これは以下のような Object
Morphing のステップで実施します。

ステップ

1. オブジェクトを含むデータセットを選択します。
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ステップ

2.

Objects リストでオブジェクトの詳細ボタンを選択します。

3.
Image Set タブでターゲットの CT セットを選択し、Move all objects チェックボックス
を有効にします。

4. OK を押します。

オブジェクトのモーフィングの実施方法

ステップ

1.

Functions エリアの Source Image Set にあるリストからデータセットを 1つ選択しま
す。ソースのイメージセットは CT であって、このデータセットに属すオブジェクトを有
するデータセットでなければなりません。rigid フュージョンを行ったセットのみが使用
できます。

2.
ターゲットのイメージセットを選択します。オブジェクトはこのセットにモーフィング
されます。

3.

AutoMORPH をクリックします。ここでソースセットの弾性変形およびオブジェクトの転送
が開始し、オブジェクトの複製が作成されます。新規オブジェクトはターゲットイメー
ジセットに属します。外輪郭はモーフィングされません。モーフィングしたオブジェク
トは点線の輪郭で表示されます。

変形グリッドは Grid タブで表示できます。このタブで、オブジェクトの変形と、ある程
度はデータセットが変形した範囲を確認できます。

弾性フュージョンの結果が予想外のものであった場合には、範囲を変更してください。

正しいオブジェクトタイプが選択された場合に限り、外輪郭はモーフィングされませ
ん。

4.
すべてのオブジェクトを慎重にレビューして、その位置と輪郭が正しいことを確認して
ください。

警告
ソースデータセットとターゲットデータセットのスキャン範囲が異なる場合、オブジェクトを切
り取ることが可能です。そうするとデータセットの範囲外のオブジェクトは転送されません。

警告
オブジェクトをプランニングに使用する前に、オブジェクトを検証し、必要に応じて変更してく
ださい。

モーフィング済みオブジェクトの表示

このステップで作成したオブジェクトは治療計画に取り込まれ、Plan Contents タブ内で、属す
るデータセット下にグループ分けされています。

オブジェクトのモーフィング
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図 266 

注意
マニュアルでオブジェクトやデータセットの名前を変更する場合、これを行うことにより、オブ
ジェクトのバージョンの識別が難しくなるので注意してください（例：ターゲットセットの名前
がオブジェクト名にある、指定されたターゲットセットと異なる）。

モーフィングオブジェクトの削除

ステップ

モーフィングをリセットするには Reset をクリックします。

警告
Reset により、モーフィングステップで作成されたすべてのオブジェクトが削除されます。

警告
再度モーフィングを行った場合には、既存のオブジェクトは新しいものに置き換えられます。

モーフィング範囲の変更方法

ソースデータセットの外輪郭があれば、それがオブジェクトのモーフィングに使用するデフォル
トのフュージョン範囲になります。外輪郭がない場合には、ターゲットセットのスライスセット
全体になります。フュージョン範囲がマニュアルで変更された場合には、外輪郭と関心領域の交
点が使用されます。

モーフィングアルゴリズムで考慮される関心領域を減らす方法は以下のとおりです。

.
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ステップ

1.

Modify Range...をクリックします。

Modify Range ダイアログが表示されます。

2.

ダイアログの右側にある Adjust Outer Contour Region ボタンをクリックします。

3.
Axial、Coronal または Sagittal のいずれかのビューで、マウスを青色の枠上に置き、
モーフィングの対象外にしたい領域が枠の外に出るように調整します。

4. OK をクリックして選択を確定します。

注記： iPlan RT Adaptive では、2 つの異なるモーフィングアルゴリズムが採用されています。
ソースセットのストラクチャータイプが前立腺、膀胱や直腸の場合、弾性変形の前にまず空洞が
塗り潰されます。
 

オブジェクトのモーフィング
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14.4.1 グリッドビュー

概説

オブジェクトモーフィングの結果は、変形マトリックスを表示するグリッドでも表示されます。

グリッドビュー

図 267 

サイズの制限

グリッドマトリックスで使用可能なポイントの数は、エクスポートしたい場合には制限されま
す。グリッドのエクスポートは、関心領域のサイズに応じて、最大 10 MB まで可能です。このた
め、Modify Range...で関心領域の範囲を狭めることによってマトリックスの粒状度を上げるこ
とができます。

グリッドのエクスポート方法

グリッドを数字データとしてエクスポートするには、グリッドウィンドウでマウスを右クリック
し、Export Deformation Field to Clipboard を選択します。これで、このデータを別のアプリ
ケーションにペーストできます。
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14.5 オブジェクトの変更

概説

このステップでは、iPlan RT の描画ツールを使って、必要に応じてモーフィングオブジェクトを
表示、変更できます。

メインスクリーン

①

②

③

図 268 

No. コンポーネント 機能

① Set selection ボタン
表示するイメージセットを選択できます。

② イメージセット

③ オブジェクト
表示、変更したいオブジェクトを選択します（選択したオブ
ジェクトのみを変更できます）。

ビュー

タブ ビュー

概要

キーボードの Control ボタンを押して、Image Sets リスト内の複数のイメージ
セットをクリックすると、異なるイメージセットからのオブジェクトでも同時
に表示することができます。

背景として使用したいイメージセットは Set Selection ボタンで選択します。

このタブでオブジェクトを変更することはできません。

Slices 1 つのイメージセット内のオブジェクトしか、一度には表示できません。

オブジェクトをタブルクリックしてセンタリングします。選択したオブジェクトには太い輪郭が
付いてます。モーフィングしたオブジェクトは点線の輪郭が付いています。

オリジナルのオブジェクトは変更できません。

オブジェクトの変更
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オブジェクトの変更

オリジナルの治療計画のオブジェクトは変更できません。ただし、モーフィングしたオブジェク
トは Slices タブで変更できます。iPlan では、このステップで、以下のような、オブジェクトを
操作する機能を使用できます。

• Brush 機能と Eraser 機能

• SmartBrush

• SmartShaper

これらの機能については、P. 131 で詳細を記載しています。

変更するオブジェクトの選択を間違えないよう、注意してください。

警告
このステップを終了する前にすべてのオブジェクトが正しいことを確認してください。
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14.6 治療計画のレビュー

概説

Review ステップでは、プランニングオブジェクトの現在の状態を、オリジナルの治療計画におけ
るオブジェクトの状態と比較することで変更点を検証することができます。また、オリジナルの
治療計画の線量分布を検証し、現在の状況下でも患者にとって適切なものか否かを判断すること
もできます。

Review ステップは、オリジナルの治療計画に線量計画が含まれている場合にのみ、使用可能で
す。

安全上の注意

注意
シフトおよびボリュームは、セグメント化したオブジェクトを基準に計算されます。オブジェク
トが完全にセグメント化できなかった場合（例：ソースデータセットとターゲットデータセット
のスキャン範囲が異なるため）、シフトおよびボリュームが実際の状況を示さない場合がありま
す。最終判断を下す前にこのことを考慮してください。

注意
新規イメージデータセットに患者の体内構造上の変化が示された場合には、臨床の専門家によ
り、治療計画の更新が必要か否かの決定がなされる必要があります。治療の過程で、治療計画を
調整するための手順設定は、病院施設の責任で行ってください。

注意
新規データセットに、関連するすべての情報（スキャン範囲が十分か、画質が十分に鮮明か）
が、治療計画の更新が必要か否かを判断するのに十分な品質で表示されていることを確認してく
ださい。

注意
治療計画のバリデーションを行うのに、使用するオブジェクトのバージョンとデータセットの組
み合わせが正しいことを確認してください。

警告
レビューを開始する前に、すべてのオブジェクトが正しいことを確認してください。

警告
治療計画が有効か否かを判断する前に、トレーニングを受けた経験豊富な医師による、治療計
画、表示される全ストラクチャー、フュージョン結果、および表示されるすべての統計値の徹底
的な確認が必要です。ソフトウェアに表示されるすべての値が、意思決定プロセスを補助するた
めにあり、数字は一般常識で判断されるものとし、全体の状態を考慮せずに数字のみを基準に判
断が下されることのないよう、ご注意ください。

注意
バージョンの異なるオブジェクトの相関関係は、rigid イメージフュージョンが基準になってい
ます。意味のある線量表示を得るには、rigid イメージフュージョンが、治療のための患者位置
決めの際に実施されたフュージョンと一致することを確認してください。

治療計画のレビュー
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メインスクリーン

図 269 

このステップでは、治療計画で使用されているオブジェクトのみが使用できます。

線量分布のレビュー

このステップの複数のタブの中のどのスライスビューでも、オリジナルの治療計画用に計算され
た線量分布を表示できます。このため、オリジナルのオブジェクトの線量分布と、モーフィング
したオブジェクトの線量分布を表示して、計画した線量分布が適切かどうかを確認できます。線
量オーバーレイは rigid イメージフュージョンを基準にしています。

線量分布機能については、P. 213 を参照してください。

警告
線量分布は再計算されません。計算は、初めの、変形していないリファレンスセットを基準にし
ています。モーフィングしたオブジェクトや患者の体内構造の変化により、線量が正確でない可
能性があります。

セットのレビュー

①
②

③
図 270 

No. コンポーネント 機能

① グレーのラベル
フュージョン済みだがモーフィングはされていないオブジェ
クト
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No. コンポーネント 機能

② グレーのイタリック体の
ラベル

フュージョンされていないオブジェクト

③ 黒色のラベル
フュージョンおよびモーフィング済みのオブジェクト、また
はオリジナルのオブジェクト

複数のオブジェクトの同時レビュー

Overview タブでは、キーボードの Control ボタンを押して、Image Sets リスト内の複数のイメ
ージセットをクリックすると、異なるイメージセットからのオブジェクトでも同時に表示するこ
とができます。

背景として使用したいイメージセットは Set Selection ボタンで選択します。

オブジェクトの変化のレビュー

Object History タブでは、時間の経過に伴うプランニングオブジェクトの変化を確認できます。
メインウィンドウには、使用可能なデータセットの各オブジェクトについて、グラフデータと数
値データの両方が時系列で表示されます。

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
図 271 

No. コンポーネント 機能

① 比較

経時的にオブジェクトを比較する方法を以下から選択します。

• ボリュームの違いの相対比

• ボリュームの絶対値

• オブジェクトの中心のシフト量：シフトは rigid イメージフュー
ジョンを基に計算

② オブジェクトの傾
向

それぞれの線が対応するオブジェクトの色を示します。

③ イメージセット セットは、撮像日順、またはインポート順に並んでいます。

④ データセット
データセットをグラフに含めるため、またエクスポートのためには
チェックボックスにチェックを入れます。

⑤ オブジェクト
モーフィング中にクリッピングされた可能性のあるオブジェクトに
はアスタリスク（*）が付いています。

⑥ 値の表 グラフの基となる数値

治療計画のレビュー
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No. コンポーネント 機能

⑦ Copy
選択したデータをコピーします。これらは他のアプリケーションに
ペーストできます。チェックボックスが有効のカラムのみがコピー
できます。

注記： このビューには線量オーバーレイは表示されませんが、Overview タブでは確認できま
す。
 

警告
異なるバージョンのオブジェクトのオブジェクト履歴に表示される値を比較する前に、さまざま
なデータセット上の全オブジェクトが完全に表示されているか、異なるオブジェクトセグメント
（例：脊髄）が比較されるのかを確認してください。

イメージセットの並列レビュー

Side by Side タブでは、2 つのデータセットのイメージデータおよびオブジェクトを直接比較し
てレビューできます。

オプション

メインスクリーンの右側に表示させるセットを選択するには、現在右側のイメージセットとし
て選択されているものを Functions エリアのリストでクリックし、次に新しいイメージセット
をクリックします。

メインスクリーンの左側に表示させるセットを選択するには、現在左側のイメージセットとし
て選択されているものを Functions エリアのリストでクリックし、次に新しいイメージセット
をクリックします。

.

図 272 

DVH のレビュー

DVH/Reconstructions タブではオリジナルの治療計画のオブジェクトの線量体積ヒストグラム
（DVH）またはモーフィングしたオブジェクトのものをレビューできます。

注意
表示されている線量は、オリジナルの治療計画で計算されたものです。ただし、DVH の計算で
は、新しいオブジェクトのボリュームが使用されます。
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注意
異なるバージョンのオブジェクトの DVH を比較する前に、さままざまなデータセット上の全オブ
ジェクトが完全に表示されているか、異なるオブジェクトセグメント（例：肺）が比較されるの
かを確認してください。

警告
線量分布は再計算されません。計算は、初めの、変形していないリファレンスセットを基準にし
ています。モーフィングしたオブジェクトや患者の体内構造の変化により、線量が正確でない可
能性があります。

①

②

図 273 

No. コンポーネント 機能

① イメージセットのリスト
表示するオブジェクトを含むイメージセットを選択します。
複数のバージョンのオブジェクトの DVH を比較するために複
数のイメージセットを選択することが可能です。

② オブジェクト
その DVH を表示したいオブジェクトを選択します。治療計画
に使用されているオブジェクトのみが選択できます。

複数セットの比較

Multiple Sets タブでは同時に複数のイメージセットを比較できます。

ステップ

1.
ツールバーのメインの Set Selection ボタンを使って、メインのイメージセットを選択
します。この画像が右上のビューに表示されます。

2.
各ビューの Set Selection ボタンを使用して、他の 3つのビューのそれぞれに、他のイ
メージセットを選択します。メインのセット（右上のウィンドウ）に属すオブジェクト
が、他のすべてのデータセットに表示されます。

治療計画のレビュー
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14.7 再プランニング

概説

患者に生じた変更の検証が完了したら、新たな治療計画を作成するかどうかを決定します。

ブレインラボでは、新たに患者の CT スキャンを撮像することを推奨します。

注意
"Prepare for Re-Planning" のステップに進む前に、治療計画の実際のステータスを保存するこ
とが推奨されます。準備中にオリジナルの治療計画の組織モデルは削除され、すべてのオブジェ
クトが新規リファレンスセットに移動されます（"役割の再割り当て"）。組織モデルのない治療
計画を iPlan RT 4.5 Adaptive で起動することはできません。

新バージョンの治療計画の準備

新バージョンの治療計画の作成方法：

ステップ

1. 患者の新規 CT スキャンを作成します。

2.

新規スキャンで iPlan RT Adaptive ワークフローを実行します（P. 423 を参照）。

この場合、新規セットを"Image Set 1"としてフュージョンを実行します。P. 434 を参照
してください。

3. Navigator で Proceed with Re-Planning を選択します。

4.

治療計画を保存するよう指示があります。

• リファレンスセットとして使用する新規プランニング用 CT を選択します。

• 外輪郭は削除されます。組織モデルのない治療計画は iPlan RT Adaptive で再度読み
込むことはできません。

• 新規リファレンスセットのオブジェクトがプランニングオブジェクトになります（役
割の再割り当て）。

5.
iPlan RT Dose が自動的に起動し、Surface Segmentation ステップで新規治療計画を作
成できます。古い治療計画で設定されていたパラメーター（ビーム、アイソセンターな
ど）は使用可能です。

注意
新規プランニング用 CT をローカライズする必要がある場合は、ローカライゼーションは iPlan
RT Image でしか実施できません。ローカライゼーション後には再度 rigid イメージフュージョン
を行う必要があります。この後、すべてのオブジェクトが正しい位置にあり、輪郭描出されてい
るかをしっかりと確認してください。

注記： 照射形状も変更に適応させなければならない場合には、治療グループはロックしないで
ください。
 

安全上の注意

警告
必要に応じ、アイソセンター位置、MLC の形状を更新し、新規条件に合わせて IMRT 計画を再度最
適化してください。

注意
現在の治療計画を適応することになった場合には、患者を再度撮像し、新規 CT スキャンをイン
ポートしてリファレンス CT セットとして使用する必要があります。

警告
新規リファレンスセットを選択する際は注意してください。CT スキャンを基準にした計算のみが
推奨されています。古い CT スキャンが使用されると、実際の線量分布が示されない可能性があ
ります。

警告
アイソセンターおよびコリメータのリーフは新規計画のために自動調整はされず、オリジナルの
治療計画で設定された位置のまま変わりません。
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再プランニング
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15 iPlan RT Phantom QA

15.1 iPlan RT Phantom QA について

概説

iPlan RT Dose とともにインストールされる iPlan RT Phantom QA アプリケーションにより、治
療計画が要求事項に合っているかどうかを検証することが可能です。

ファントムマッピングの実施方法

ステップ

1. iPlan RT Phantom QA ソフトウェアを開始します。

2.

お使いの治療用ファントムの CT スキャンを iPlan RT Phantom QA に読み込みます。

ファントムの CT スキャンは P. 57 に記載された方法と同じ読み込み方法で読み込むこと
ができます。

3.

ファントムの CT スキャンに対して Surface Segmentation および Object Creation を実
施します。

これらのタスクは、iPlan RT 用として記載されているのと同じ方法で実施できます。

• P. 73 を参照。

• P. 109 を参照。

4.

Phantom Mapping ステップで、検証したい患者の治療計画を読み込みます（P. 460 を参
照）。

治療計画内にある線量分布と、関心領域がファントム上にマップされて表示されます。

ファントム照射による線量分布の確認

ファントム内に、必要なレベルでの照射を行うためにファントム内にフィルムを 1 枚セットする
か、他の線量測定方法を使用できます。

照射されたフィルムは線量スキャナーで分析でき、その結果線量分布が実際に治療計画に準拠し
ているかどうかが表示されます。

iPlan RT Phantom QA
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15.2 治療計画の読み込み

概説

Phantom Mapping ステップで治療計画を読み込むことができます。このため、線量分布はファン
トムの CT スキャンにマップされたら確認することができます。

治療計画の読み込みの方法

ステップ

1.

Phantom Mapping ステップの Functions エリアで Load Treatment Plan ...をクリックし
て必要な治療計画を読み込みます。

治療計画は、iPlan RT Dose の読み込み用に記載されている方法と同じ方法で読み込むこ
とができます。P. 57 を参照。

2.

治療計画の読み込みが完了するとメッセージが表示されます。

他の治療計画の読み込みの方法

これまでに加えた変更内容を保存せず、別の治療計画を使ってファントムマッピングを実施した
い場合：

ステップ

1. Functions エリアにて、治療計画を示す RTPlan オブジェクトを選択してください。

2. Delete をクリックします。治療計画が削除されます。

3. Load Treatment Plan（P. 460 を参照）をクリックして別の治療計画を読み込みます。

処方

Phantom Mapping モードでは DICOM RT 治療計画の処方モジュールには、ターゲットの処方線量を
1.0 Gy とするダミーの処方が含まれています。

治療計画の読み込み
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15.2.1 治療グループの位置決め（アイソセンター）

概説

アキシャルの再構成画像には、フィルムの垂直面を示す細い線がはっきりと表示されます。小さ
な円は線量測定器の挿入口を示します。アイソセンター（治療グループ）の現在位置は、小さな
緑色の十字形で表示されています。

アイソセンターの設置方法

アイソセンターは、初めはサーフェイスセグメンテーション中に定義されたリファレンスポイン
トに配置されています（P. 73 を参照）。

以下のステップに準じて、患者のデータセットのアイソセンターをフィルムの位置または線量計
装置用の挿入口に配置してください。

ステップ

1.

Phantom Mapping ステップの Functions エリアにある治療グループをクリックします。

2. Position をクリックします。

3.

マウスを使って、小さな緑色の十字形を目的位置に設置します。

アイソセンターの動きの影響

アイソセンターが 1 つ移動しても、他のアイソセンターとの位置関係は維持されます。MLC 位置
の元の値は変更されません。

アイソセンターの位置はフィルム面上にある必要はありません。このため、3D 検証には複数のフ
ィルムインサートのあるファントムを使用できます。iPlan RT Dose エクスポートには任意のス
ライスやボリュームを含めることができます。
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15.2.2 正規化係数の設定

概説

患者データセットのアイソセンターを目的の位置に設置したら、ツールバーの Show Dose 機能お
よび Dose Display 機能を用いて線量分布を表示できます。これらの機能に関する詳細について
は、P. 213 を参照してください。

照射線量がフィルムの線量範囲を超えた場合には、照射フィルムには正確な線量分布は表示され
ません。この場合には、Functions エリアの MU Normalization ...を使用して、MU 関係を保持し
ながら照射線量を減少させることができます。

MU 正規化の開始

Phantom Mapping ステップの Functions エリアにある MU Normalization ... をクリックしま
す。

MU 正規化の実施方法

ステップ

1.

異なるアイソセンター（治療グループ）への照射に使用した値が 1つの一定値であった
場合には、この値がデフォルトとして使用されます。

そうでない場合には、照射線量の分割数を Divide by フィールドに入力します。例：10
を入力すると、1/10 に照射線量が低減されます。

2. 設定を確定するには OK を、ダイアログを終了するには Cancel をクリックします。

治療計画の読み込み

462 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



15.2.3 その他の設定

関心ポイント

ファントムマッピングでは関心ポイントも定義できます。例：最小／最大線量の表示のため P.
233 を参照。

ビームおよびアークのパラメーター変更

正規化係数の設定後には、必要に応じてビームやアークのパラメーターを変更できます。

• P. 193 を参照。

• P. 196 を参照。

希望の角度からの照射を可能にするために入射角を変更したり、必要に応じて MU 値を調整する
ことも可能です。

たとえば、特定のビームを分析するために、そのビーム以外のすべてのビームをゼロに設定する
ことができます。プリントアウトなどを使って、個別のビームの元の MU 値の記録を取っておい
てください（P. 403 を参照）。

検証

ファントムマッピングで MU 値を変更すると、丸み付けにより、複雑なエレメント（ハイブリッ
ドアークエレメントなど）またはスタティックな IMRT セグメント間で多少 MU 関係の違いが生じ
る可能性があります。MU 値の変更後には、iPlan RT からのオリジナルの治療計画に対してでは
なく、ファントムマッピングを実施した治療計画に対して必ずフィルム／線量の検証を行ってく
ださい。

iPlan RT Phantom QA
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15.3 ファントムマッピングの終了

概説

Phantom Mapping ステップを終了すると以下を実行できます。

• 治療計画の保存（P. 52 を参照）。治療計画はファントムデータと一緒に保存されます。

• RTPlan オブジェクトを選択し、治療計画を DICOM にエクスポート（P. 369 を参照）。

• 治療計画の印刷（P. 403 を参照）。

• アプリケーションの終了。iPlan Dose 用として記載されている方法と同じ方法で実施できま
す（P. 54 を参照）。

ファントムマッピングの終了
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16 IPLAN RT 4.5 FOR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 概要

概説

ブレインメタ（転移性脳腫瘍）の治療に認可された iPlan RT 4.5 は、iPlan RT Dose 4.5 から不
必要な部分を削ぎ落としたバージョンです。コミッショニングおよびマシンプロファイルのバリ
デーションを円滑に進めるため、ブレインメタソフトウェアとのみ使用します。この iPlan RT
バージョンは治療計画に使用できないため、計画意図のマシン品質保証による計画の読み込みが
できるだけです。

安全上の注意

警告
ブレインメタに認可された iPlan RT 4.5 は、コミッショニングおよびマシンプロファイルのバ
リデーションのみに使用してください。治療計画の作成には使用しないでください。

IPLAN RT 4.5 FOR BRAIN METASTASES 1.x
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概要
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17 IPLAN RT 4.5 FOR INVERSEARC
1.0

17.1 概要

概説

InverseArc（RaySearch とブレインラボが提携して製造）は、iPlan RT 4.5 Dose またはサード
パーティー製治療計画システムで作成した治療計画を VMAT（強度変調回転放射線治療）と同等の
計画に変換する医療用ソフトウェアです。

DICOM の放射線治療計画がインプット（リファレンスプランと呼びます）として必要です。次
に、DICOM 放射線治療計画と同等の計画を VMAT 法で作成します。詳細については、InverseArc
マニュアルを参照してください。

InverseArc で iPlan RT Dose をリファレンスプランとして治療計画を作成するには、これらを
DICOM にエクスポートする必要があります。そのため、特別なプラットフォーム（VMATifier-
Platform）を使用します。通常の DICOM エクスポートに対して、このプラットフォームでは以下
のことが保証されます。

• DVH の制約値がエクスポートされ、InverseArc で治療計画を確認できるようになります。

• エクスポートした線量マトリックスの分解能が、iPlan RT Dose の RTPlan プロパティーダイ
アログの Dose Resolution と一致します。（注記：その他のプラットフォームの場合はすべ
て、エクスポートした線量マトリックスの分解能はリファレンスの CT 画像シリーズの分解能
と一致します。）VMAT の治療計画を作成するとき InverseArc はまさに同じ線量分解能を使用
するため、エクスポートした線量マトリックスの分解能は重要です。

計画に関する注記事項

iPlan RT Dose で InverseArc のリファレンス治療計画を作成する場合、以下について考慮してく
ださい。

• InverseArc はリファレンスプランのビーム/アークセットアップと同じように VMAT アークを
配置しようとします（通常は同じテーブル角度および同じアイソセンターを使用します）。そ
れでも、VMAT の最適化を開始する前には、必ず InverseArc で提案されたアークセットアップ
を確認してください。

• InverseArc による同等の VMAT 治療計画の生成は、あるアークで簡単に模倣することができる
線量分布（つまり 9 つの等間隔コプラナー IMRT ビーム）がリファレンスプランにあれば、最
も効率的に機能します。

安全上の注意

InverseArc インストール後にシステムを再検証するため、バリデーションテストを再度実施する
ことをお勧めします。

IPLAN RT 4.5 FOR INVERSEARC 1.0
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概要
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18 ソフトウェアの再検証

18.1 概要

概説

システムに以下のような細かい変更を行ったときは、このシステム再バリデーションテストをお
勧めします。

• オペレーティングシステムのホットフィックス

• ウィルススキャナーのインストール

• サードパーティー製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を大きく変更するときは（新規 OS、新規 SP など）、ブレインラボの
サポートに連絡してください。

Patxfer RT バージョン 1.5 のソフトウェア再検証方法

上記のテストを実施するには、PatXfer RT で以下を設定する必要があります。

• 使用中の DICOM Q/R アーカイブ。

• マップしたネットワークドライブ上のブレインラボアーカイブ（マップされたドライブがない
場合、ローカルドライブを使用します）。

• DICOM SCU エクスポートアーカイブ（ネットワークが利用不可の場合、ローカルの DICOM エク
スポートアーカイブ）。

ステップ

1. DICOM QR アーカイブを選択し、Next を押します。患者リストが見えますか？

2.
患者を選択し、Next を押します。患者の画像がすべて読み込まれ、表示されています
か？

3.
マップしたドライブのアーカイブに患者データをエクスポートします。すべてのファイ
ルが予定したとおりにエクスポートされましたか？Windows Explorer で確認してくださ
い。

4.
アーカイブ選択リストに戻ります。ブレインラボアーカイブから、xBrain データをどれ
か読み込みます。データは正しく読み込まれていますか？

5.
設定した DICOM SCU エクスポートアーカイブに選択した患者をエクスポートします。す
べてのファイルが予定したとおりにエクスポートされましたか？

iPlan RT Image バージョン 4.1 のソフトウェア再検証方法

上記のテストを実施するには、以下の照合データが必要です。

• CT と MRI のイメージセットがそれぞれ 1つ以上ある頭蓋の xBrain 患者データ。

ステップ

1.
テスト患者を開きます。患者/計画を読み込めますか？オブジェクトを含む画像および計
画が正しく表示されていますか？概観（3D 表示および再構成）、複数のスライス、複数
のセットを確認してください。

ソフトウェアの再検証
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ステップ

2.

以下はローカライズされた患者データのみに該当します：Localization に行き、CT デー
タセットに正しいローカライザーを割り当てます。青いローカライザーマークが 2D スラ
イスでローカライザーロッドと一致し、3D では使用したローカライザーのジオメトリー
に沿って並んでいますか？

3.
Image Fusion に行き、自動イメージフュージョンを実施します。自動イメージフュージ
ョンは予定したとおりに動作していますか？フュージョン結果に対して、Spyglass と
Amber Blue ビューは使用できますか？

4.
Object Creation に行き、アトラスオブジェクトをどれか選択して（脳幹など）、Seg‐
mentation を押します。自動セグメンテーションは予定したとおりに動作していますか？

5.
セグメント化されたオブジェクトはすべてのビューおよび 3D で正しく表示されています
か？色と形を確認してください。

6.
3D の動作：アトラスオブジェクトの Cerebrum を追加し、自動セグメンテーションを開始
します。閾値セグメンテーションで、CT データセットのオブジェクト Bone をセグメント
化します。3D 表示は正しいですか？まだ 3D Overview を回転させることはできますか？

7. 計画を承認し、問題なく保存することができますか？

8. 印刷する項目をすべて有効にします。計画を印刷できますか？

9.
iPlan RT Image を再起動し、テスト計画を再読込みします。テスト計画を問題なく読み
込めますか？

iPlan RT バージョン 4.5 のソフトウェア再検証方法

上記のテストを実施するには、以下の照合データが必要です。

• OAR と PTV の輪郭を描画した頭蓋 xBrain 患者データ。

ステップ

1.
テスト患者を開きます。オブジェクトを含めてテスト患者が正しく表示されています
か？概観（3D 表示および再構成）、複数のスライス、複数のセットを確認してくださ
い。

2.
Surface Segmentation に行き、外輪郭を計算します。外輪郭は計算されますか？外輪郭
は 3D 表示されますか？

3.
Object Manipulation に行き、拡大オブジェクトを作成します。拡大オブジェクトを作成
できますか？

4.
Dose Treatment に行き、治療計画を作成します。線量表示スイッチをオンにします。照
射計画タブの 3D 表示はまだ機能しますか？

5.
Dose Verification に行き、照射野再構成ビューに切り替えます。DRR が表示されます
か？

6. 計画を承認し、問題なく（Testplan などの名前で）保存することができますか？

7. DICOM を通して計画をエクスポートできますか？

8. ExacTrac Export が利用可能な場合：ExacTrac に計画をエクスポートできますか？

9.
プリンターのキャリブレーションを検証します。印刷する項目をすべて有効にします。
計画を印刷できますか？

10.
iPlan RT を再起動し、テスト計画を再読込みします。Testplan は問題なく読み込めます
か？

概要
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19 全般のスクリーンおよびツール
バー機能

19.1 プランニングビューの詳細

概説

使用可能なタブおよびビューは、ワークフローのステップによって決まります。

基本のプランニングビュー

基本のプランニングビューには、3D およびスライスの再構成画像が表示されます。

図 274 

方向情報

画像の方向を示す文字が各ビューの端に表示されます。

方向 解説

A 前方

P 後方

L 左

全般のスクリーンおよびツールバー機能
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方向 解説

R 右

H 頭

F 足

プランニングビューの詳細
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19.1.1 3D データセットの表示

概説

プランニングタブページは複数あり、ここでは 3D データセットの詳細が確認できます。

注記： 患者の体内構造を表示するのに、初めに 3D データセットが使用されます。2D データセッ
ト（P. 475）と 4D イメージシリーズ（P. 480）は 3D の画像情報を補足するのに使用できま
す。
 

プランニングビュー

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
図 275 

プランニングビューの詳細

No. コンポーネント

① 各プランニングビューの左上に各種機能が表示されます。例：Full Screen

② プランニングステップによっては、プランニングビュー内で、特定のオブジェクト上で
マウスを右クリックしてコンテキストメニューを表示することができます。

③ 特定のビューに、スキャン画像や、セグメント化されたオブジェクトのような付加的な
ストラクチャー情報を基にした 3D 再構成モデルが表示されます。

④

スキャンスライスは他のビューに表示されます。

• スキャンのタイプ（例：MR、CT）と、スキャンセットを識別する数字（例：#1）およ
びスキャンの方向は 1行目に表示されます。

• スキャンセット中の現在のスライスの番号は 2行目に表示されます。

全般のスクリーンおよびツールバー機能
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No. コンポーネント

⑤

スキャン画像の再構成画像は特定のビューに表示されます。

• 1 行目（カッコ内）：最初にイメージセットが収集された方向

• 2 行目：画像の再構成ビューの方向

• スキャンのタイプ（例：MR、CT）と、スキャンセットを識別する数字（例：#1）が表
示されます。

⑥ 患者アイコン（各プランニングビューの左下に表示）はビュー方向を示します。

⑦
4D データシリーズ（治療計画の検証中などの場合については P. 511 を参照）が使用可
能な場合は、臓器の動きのシミュレーションが見られるコントロールパネルがスライス
や再構成ビューの右下に表示されます。

プランニングビューの詳細
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19.1.2 X 線画像の表示

概説

読み込んだ患者データに X 線画像データが含まれる場合、これは独立した X-ray Images タブペ
ージに表示されます。

X線ビュー

①

② ③

図 276 

ビューの詳細

No. コンポーネント

① Full Screen 機能（P. 491 を参照）

② 画像のタイプ（この場合 DSA）およびイメージセットを識別する番号（例：#1）

③ イメージセット内の現在の画像の番号は 2行目に表示されます。

注記： 標準の X線画像と DSA X 線画像に対応しています。
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19.1.3 スライスの表示

概説

特定のタスクにおいては、メインスクリーンの再構成ビューとは別に、オリジナルの CT スライ
スのビューを表示した、独立したタブページがあります。

スライスビュー

図 277 

スライスビューの変更

ステップ

1.

分割表示のためのスライス数を設定するには、画面の左上にある Number of Slices ボタ
ンをクリックします。

プランニングビューの詳細
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ステップ

2.

マウスを使って、目的のオプションを選択します。

3. 選択した内容に応じてスライスビューが更新されます。

その他の情報

スライスビューの下にサジタルとコロナルの再構成画像が表示されます。

3D モデルも使用できる場合があります。これは、オブジェクトの作成中（P. 109 を参照）な
ど、データセットの変更に合わせて更新されるものです。

全般のスクリーンおよびツールバー機能
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19.2 スライスとイメージセットの選択

概説

イメージスライスおよびイメージセットの選択機能を使って、Planning エリアに表示する画像デ
ータを選択できます。

起動

ステップ

ツールバーの Slice and Image Set Selection ボタンをクリックします。

選択用タブ

図 278 

使用可能なタブ

標準の 3D データは Set Selection タブで選択できます（P. 479 を参照）。

適切な CT スキャンデータが使用できる場合は、4-D Series タブ（P. 480 を参照）を使って臓
器の動きのシミュレーションを作成できます。これはプランニング中に表示させることができま
す。

スライスとイメージセットの選択
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19.2.1 画像の選択

Set Selection タブ

①

② ③

図 279 

イメージセットの選択方法

ステップ

1.
使用可能なイメージセットのリスト①の中から、表示したいイメージセットを選択しま

す。

2.

• システムのメモリーを空けるために、Unload Images ボタンを使って、今は不要なイメ
ージセットを無効にします。

• Load All ボタンを使えば、必要な時に画像を再度有効にすることができます。

3.

現在どのステップであるかに応じて、スライスビューエリア②から個別のスライスか、

連続したスライスセットのいずれかを選択できます。

• スライスビューエリアでは、選択したスライスやスライスセットは青色にハイライト
されます。

• プレビューエリア③には、現在選択されているスライス、または選択されているスラ

イスセット内のスライス 1枚が表示されます。

4.
OK をクリックすると、選択を確定し、スライスを Planning エリアのイメージビュー内に
表示できます。

全般のスクリーンおよびツールバー機能
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19.2.2 4-D シリーズの定義

概説

同じ座標系の CT 画像データセットが複数あれば、臓器の動きのシミュレーションを行う 4-D シ
リーズを作成できます。これは、必要な PTV マージン（P. 109 を参照）を決定するための基準と
して、また完成した治療計画の精度が高く、患者治療に適切であることを検証する（P. 356）た
めに使用できます。

4-D Series タブ

図 280 

4-D シリーズ用データの選択

同じ座標系 UID と方向を持つ CT イメージセットはすべて、自動的に 4-D CT シリーズとして認識
されます。このため、正しい CT イメージセットが選択されていることを確認する必要がありま
す。以下のとおり、4-D シリーズをマニュアルで作成する機能も備わっています。

コンポーネント 機能

4-D シリーズに含めるデータセットを選択します。

Move Up と Move
Down

選択したデータセットが 4-D シリーズで表示される順序を設定します。

Use Common Win‐
dowing

このチェックボックスを有効にすると、ウィンドウレベルのパラメーターを
調整した場合には（P. 505 を参照）、同じパラメーターが 4-D シリーズ内
のすべてのデータセットに適用されます。

スライスとイメージセットの選択
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コンポーネント 機能

Intensity Pro‐
jections

Intensity Projections のチェックボックスを使用して、画素値の標準レベ
ルを計算することができます。

• Minimum Intensity Projection：選択した全データセットの中で最も低い
（最も暗い）画素値が適用されます。

• Maximum Intensity Projection：選択した全データセットの中で最も高い
（最も明るい）画素値が適用されます。

• Mean Intensity Projection：選択した全データセットの平均画素値が適
用されます。

選択が完了したら、Create Image Sets ボタンを使って、選択したそれぞれ
の強度投影に対して個別のデータセットを作成できます。新しいイメージセ
ットのコメントには、選択した投影像および元のイメージセットの名前が記
載されます。

注記： システムのパフォーマンスを最大にするには、プランニングにすぐに必要ではないイメ
ージセットの読み込みは避けてください。
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19.2.3 イメージスライスのブラウズ

Browse Slice

オプション

スライスを先に 1枚だけ進めるにはこの Browse Slice ボタンを押します。

スライスを前に 1枚だけ戻すにはこの Browse Slice ボタンを押します。

Browse Slices

オプション

別のグループのスライスに進むにはこの Browse Slices ボタンを押します。

現在のビューに応じた枚数のスライスをスクロールします。たとえば、スライス 4 枚
のビューでは、スライスを先に 3 枚スクロールします。スライス 9 枚のビューでは、
スライスを先に 8枚スクロールします。

前のグループのスライスに戻るにはこの Browse Slices ボタンを押します。

現在のビューに応じた枚数のスライスをスクロールします。たとえば、スライス 4 枚
のビューでは、スライスを前に 3 枚スクロールします。スライス 9 枚のビューでは、
スライスを前に 8枚スクロールします。

注記： ブラウズは、患者アイコン（イメージビューの左下に表示）が示す方向で実施されま
す。
 

マウスやキーボードを使った画像のブラウズ

以下のようにマウスやキーボードを使用しても画像データをブラウズできます。

• マウスホイールを使うと、使用可能な画像データの中をスライス 1 枚ずつスクロールできま
す。

• キーボードのシフトキーを押しながらマウスホイールを使うと、使用可能な画像データの中を
スライスのグループ単位でスクロールできます。

• キーボードの上下矢印を使うと、1 枚前のスライス、または 1 枚後のスライスを表示できま
す。

• キーボードの Pg Up キーおよび Pg Dn キーを使うと、前後に 3 枚ずつスライスをスクロールで
きます。

注記： これらの機能はスライスの再構成ビューでも使用可能です。
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19.2.4 深度スクロールとスライススクロール

概説

再構成ビューでは、Depth Scrolling ボタンにより、患者アイコン（イメージビューの左下）が
示す体軸に沿って再構成画像をスクロールすることができます。

スライスビューでは、Slice Scrolling ボタンを使って使用可能なスライスをスクロールするこ
とができます。

スライスビュー

① ②

図 281 

No. コンポーネント

① 深度スクロール（再構成画像）

② スライススクロール

スクロール機能の使用方法

ステップ

1.

Depth Scrolling / Slice Scrolling ボタンをクリックします。

2.

目的の深度またはスライスが表示されるまで、左クリックしたまま、選択した画像の上
でマウスを上下に動かします。

マウスのホイールを使って画像データをスクロールすることも可能です。

3.

機能を無効にするには、Depth Scrolling / Slice Scrolling ボタンを再度クリックしま
す。

注記： オリジナルのスライス間隔は再構成画像におけるスライス間隔とは異なります。
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19.2.5 イメージセットのプロパティーの変更

イメージセットプロパティーの変更方法

オプション

3D イメージセットのプロパティーを表示するには、Plan Content タブにあるイメージ
セットの横のアイコンをクリックします。

図 282 

コンポーネン
ト

機能

Properties

より具体的な名前など、ショートコメントを入力できます。あらかじめ付けら
れている名前が 6 文字未満の場合は、コメントもデータツリーに表示される名
前に含まれます。

使用可能な場合はサブモダリティーを選択することも可能です。

More
読み込まれた時の画像データが DICOM フォーマットと xBrain フォーマットの
どちらだったかを示し、選択した患者スタディーに関する追加情報も表示され
ます。

スライスとイメージセットの選択
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19.3 基本ビュー設定

19.3.1 ビューオプション

概説

特定のビューにおいて、View Options ボタンによりビューの方向を変更できます。

ビューオプションの選択方法

ステップ

1.

View Options ボタンをクリックして、使用可能な方向オプションを表示します。

2.

マウスを使って、目的の方向を選択します。

使用可能な方向のオプションは、使用中のプランニングビューとステップによって異な
ります。

選択したビューオプション（例）

図 283 
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19.3.2 View Types

概説

特定のビューでは、View Types ボタンにより、表示されるビューのタイプを選択することがで
きます。

ビュータイプの選択方法

ステップ

1.

View Types ボタンをクリックすると、使用可能なオプション（Planes、3D、Objects）が
表示されます。

2.

マウスを使って、目的のオプションを選択します。

使用可能なビュータイプ

ビュー 解説

Planes

Planes をクリックすると、特定のプランニングタブで表示される 3D ビューの中に
セグメント化されたオブジェクト③と、再構成面②が表示されます。

①
②

③
• 表示される情報は、3-D Plane View タブ（ツールバーの Options ボタンからアク
セス可能、P. 494 を参照）で選択した内容によって異なります。

• 2D ビューで変更があった場合には、3D ビューにおける面の位置も調整されます。

基本ビュー設定
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ビュー 解説

3D

3D をクリックするとスキャン領域全体の 3D モデルが表示されます。

③

オブジェ
クト

Objects をクリックすると、計画したオブジェクトのみの 3D ビューが表示されま
す。

③

注記： いずれの場合も、マウスをビューウィンドウ上に配置し、表示される矢印（③）を目的
の方向に移動すると画像を回転させることができます。
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19.3.3 画像合成オプション

概説

Object Creation ステップでは、Composing Options ボタンにより、異なるデータセットからフ
ュージョンを実施した、2枚のイメージスライスを検証できます。

画像合成オプションの選択方法

ステップ

1.

Composing Options ボタンをクリックすると、使用可能なオプション（Off、Aperture、
Blending）が表示されます。

2.

マウスを使って、目的のオプションを選択します。

使用可能な画像合成オプション

オ プ シ ョ
ン

解説

Aperture

リファレンススライス（右上のビューウィンドウに表示）の上で設定した領域を現
在表示されているイメージビューウィンドウ内の画像と比較することができます。

• リファレンススライスと今のスライスを比較するには、マウスで青色のフレーム
を検証対象領域の上に配置します。

• マウスを使って、フレームの端をドラッグしてアパーチャーのサイズを変更する
こともできます。

基本ビュー設定
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オ プ シ ョ
ン

解説

Blending

リファレンススライス全体（琥珀色で表示）と今のイメージスライス全体（青色で
表示）とを比較できます。

• リファレンススライスに関してさらに詳しい情報を表示するには、マウスを画像
上に置き、左クリックしたままマウスを右側に動かしてください。

• 現在選択中のスライスに関してさらに詳しい情報を表示するには、マウスを画像
上に置き、左クリックしたままマウスを左側に動かしてください。

Off 画像合成オプションをオフにするには Off をクリックします。

全般のスクリーンおよびツールバー機能

クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5 489



19.3.4 2D Recenter

概説

2D Recenter 機能により、特定のイメージビュー内で再構成面を移動させ、イメージディスプレ
イを再センタリングすることができます。

再センタリング

① ②
図 284 

No. コンポーネント

① 水平ディスプレイの調整

② 垂直ディスプレイの調整

画像の再センタリングの方法

ステップ

1.

2D Recenter ボタンをクリックすると、垂直面と水平面が青色のラインで示されます。

2.

目的の面上でマウスをクリックし、ラインを適当な位置までドラッグします。画像はこ
の新規位置で再センタリングされます。

水平面と垂直面を同時に動かすには、2つのラインの交点をクリックし、適当な位置まで
ラインをドラッグします。

3. 機能を無効にするには、2D Recenter ボタンを再びクリックします。

基本ビュー設定
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19.3.5 画像のズーム

ズームビュー

① ②

③

図 285 

No. コンポーネント

① 標準の拡大表示

② セクション内の拡大表示

③ 縮小表示

拡大縮小の方法

オプション

Zoom In

• 選択したイメージビュー内でクリックすると、表示されている画像が拡大されま
す。

• 関心領域にマウスを当ててからマウスを左クリックしたままドラッグすると、選択
枠が開きます。

Zoom Out

選択したイメージビュー内でクリックすると画像は縮小され、全体像が得られます。

キーボードの Ctrl キーを押してマウスホイールを調整することによって画像を拡大、縮小する
ことも可能です。
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現在開いているプランニングタブ内にあるスライスビューはすべて同じ倍率で表示されていま
す。

フルスクリーンビュー

図 286 

フルスクリーンビューの起動方法

ステップ

1.

Full Screen ボタンをクリックすると、現在のビューが画面全体に拡大されます。

拡大表示することで該当領域を明瞭に表示できます。

2.
Full Screen ボタンを再びクリックすると機能が無効になり、オリジナルビューのレイア
ウトが復元されます。

基本ビュー設定
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19.3.6 画像のパンニング

概説

Panning 機能によって、ズームの焦点をセンターに戻す（表示されている画像の位置を調節す
る）ことができます。

パンニングビュー

① ②
図 287 

No. コンポーネント

① Planes ビュー

② スライスビュー

画像のパンニングの方法

ステップ

1.

Panning ボタンをクリックすると Panning 機能を起動できます。

2.
マウスでスライスをドラッグし、選択したビュー内の目的位置まで移動させます。

他のビューはこれに合わせて更新されます。

3. Panning ボタンを再度クリックすると機能が無効になります。

注記： 現在開いているプランニングタブ内にあるイメージビューはすべて、選択した位置に合
わせて調整されます。
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19.4 アドバンスビュー設定

概説

Options 機能によって、3D ディスプレイの調整と、現在使用中のデータセットで表示されている
画像の方向変更が可能なタブページのセットが開きます。

ビューオプションの起動

ステップ

Options ボタンをクリックします。

使用可能なタブページ

図 288 

アドバンスビュー設定
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19.4.1 2-D Options タブの使用

概説

このタブでは、イメージビュー全般に適用するディスプレイオプションを設定することができま
す。

2-D Options タブ

図 289 

使用可能な機能

コンポーネント 機能

Scale Visible

Scale Visible を選択すると、アキシャル、コロナル、サジタルの各イメージ
ビューの右側にスケール（ミリ単位で表示）が表示されます。
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コンポーネント 機能

3-D Objects in
Slice Views

Object Creation ステップ中に作成されたオブジェクトの、Overview タブの
スライスビューにおける 3D 表示を有効にします。

このオプションが無効な場合は、オブジェクトは透明な 2D オブジェクトとし
て表示されます。

Display In‐
terpolation

このオプションが有効になると、ソフトウェアはスキャン画像のピクセルを
補間し、その結果イメージビュー内のディスプレイは改善されます。

① ②

• ① インターポレーションなし

• ② インターポレーションあり

Contour Width
Options

以下のオプションは、オブジェクトの輪郭の幅を定義するのに使用します。

• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

アドバンスビュー設定
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コンポーネント 機能

Show Contours
Only

セグメント化したオブジェクトの輪郭のみを表示
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19.4.2 3-D Plane View タブの使用

概説

このタブでは、3D ビューで表示させたいアイテムを選択できます。

3-D Plane View タブ

図 290 

選択方法

ステップ

1.

表示させたいアイテムを選択します。

• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views （PTV や脳幹のようなセグメント化されたオブジェク
ト）

2. OK をクリックして選択を確定します。

注記： 選択した面やオブジェクトを表示させるには、Planes オプションは View Types ボタンか
ら選択しなければなりません（P. 486 を参照）。
 

アドバンスビュー設定
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19.4.3 3-D Thresholding タブの使用

概説

このタブでは、データセット内の骨構造や軟部組織を表示するのに適用されるハンスフィールド
値やグレー値の閾値を設定できます。

イメージセット 使用単位

CT ハンスフィールド値

MR グレー値

PET SUV

3-D Thresholding タブ

図 291 

閾値の調整方法

ステップ

1.

3D ディスプレイの閾値を調整するには以下のいずれかを行います。

• ヒストグラム（右下のウィンドウ）のスライダーを使用

• ヒストグラムの下にある Threshold [HU]フィールドに目的の値を入力

2. 画面の下段左側のビューをクリックして 3D モデルのプレビューを表示します。

その他の機能

コンポーネント 機能 ページ

深度のスクロール P. 483
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コンポーネント 機能 ページ

2D Recenter P. 490

パンニング P. 493

拡大／縮小 P. 491

View Types P. 486

アドバンスビュー設定

500 クリニカルユーザーガイド Rev. 1.5 iPlan® RT バージョン 4.5



19.4.4 3-D Clipping タブの使用

概説

このタブでは、画像中の、3D ビューで表示させたい部分を設定できます。

3-D Clipping タブ

図 292 

クリッピングの範囲の定義方法

ステップ

1.
3-D Clipping Areas セクションの Enable Clipping Range をクリックすると、上段のイ
メージビュー内に青色のフレームが表示されます。

2.

ダイアログの右側にある Adjust Clipping Range/Cubic Cut ボタンをクリックします。

3.

マウスを青色のフレームの上に置き、フレームが切り取り対象領域を囲むように調整し
ます。
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ステップ

4.

出来上がった 3D モデルのプレビューを作成するには、画面の下段左側のビューをクリッ
クして最新の状態に更新します。

四分円の切り取り方法

このオプションにより、3D モデルから四分円を切り取って断面像を表示できます。

ステップ

1.
3-D Clipping Areas セクションの Enable Cubic Cut をクリックすると、上段のイメージ
ビュー内に青色のフレームが表示されます。

2.

ダイアログの右側にある Adjust Clipping Range/Cubic Cut ボタンをクリックします
（有効になっていない場合）。

3.

3D モデルから切り取る四分円を選択します。

• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

アキシャルビューまたはコロナルビュー上に表示された青色の四分円の端をクリックし
て角を合わせて、3D ディスプレイから切り取る領域を設定します。

5.

出来上がった 3D モデルのプレビューを作成するには、画面の下段左側のビューをクリッ
クして最新の状態に更新します。

アドバンスビュー設定
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その他の機能

コンポーネント 機能 ページ

深度のスクロール P. 483

2D Recenter P. 490

パンニング P. 493

拡大／縮小 P. 491
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19.4.5 Display Orientation タブの使用

概説

このタブでは、目的のビュー方向を選択して、それが治療台上の患者の計画方向と一致すること
を確認できます。

Display Orientation タブ

図 293 

方向のオプション

以下の方向オプションの中から選択できます。

• Feet First Supine (LPH)

• Head First Supine (RPF)

• Feet First Prone (RAH)

• Head First Prone (LAF)

アドバンスビュー設定
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19.5 ウィンドウイング

19.5.1 基本ウィンドウイング機能の使用

概説

ウィンドウイング設定は、表示された画像内でグレースケールを調整し、ストラクチャーの視認
性を上げ、コントラストをはっきりさせるために使用します。

アキシャル、サジタル、コロナルの各ビュー内でウィンドウイング設定を調整できます。

ウィンドウイングのディスプレイ

図 294 

現在のウィンドウイング設定の表示方法

ステップ

1.

Windowing ボタンをクリックして機能を起動します。

2.

該当するビュー内でクリックをし、マウスを左クリックしたまま保持すると、現在の設
定を反映したヒストグラムが表示されます。

3. このヒストグラムは、左マウスボタンを離すとすぐにビューから消えます。

4. Windowing ボタンを再度クリックすると機能が無効になります。
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ウィンドウイング設定の調整方法

ステップ

1.

Windowing ボタンをクリックして機能を起動します。

2.

グレースケールのレベル（選択したウィンドウ幅の中心（画素値））を調整するには、
ビューをクリックし、以下の操作を行います。

• レベルを上げるにはマウスを上向きにドラッグ

• レベルを下げるにはマウスを下向きにドラッグ

3.

ハンスフィールド値やグレー値のウィンドウ幅を調整するには、画像をクリックして以
下を行います。

• ウィンドウ幅を広げるにはマウスポインターを右向きにドラッグ

• ウィンドウ幅を狭めるにはマウスポインターを左向きにドラッグ

4. Windowing ボタンを再度クリックすると機能が無効になります。

ウィンドウイング
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19.5.2 アドバンスウィンドウイング機能の使用

概説

Windowing Dialog 機能には、スキャン画像内で骨組織やマーカーポイントを軟部組織から区別し
やすくするように、グレー値、ハンスフィールド値または SUV 分布を調整するアドバンスオプシ
ョンが備わっています。

イメージセット 使用単位

CT ハンスフィールド値

MR グレー値

PET SUV

Windowing ダイアログの起動

ステップ

Windowing Dialog ボタンをクリックします。

Windowing ダイアログ

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

図 295 
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ウィンドウイングダイアログの詳細

No. コンポーネント 機能

① Current 現在使用中のイメージセットの、オリジナルスライス

② Preview 調整結果変更されたスライスのプレビュー

③ 定義済みウィン
ドウイング設定

あらかじめ設定されているウィンドウイング値を選択します。

④ Inverse チェッ
クボックス

たとえば、空気が白で、骨が黒で表示されるようにデフォルトの設定
を逆にして、カラーディスプレイを反転させます。

⑤ Level HU グレー値レベルを調整

⑥ Width HU グレー値幅を調整

⑦ ヒストグラム 画像データ内のハンスフィールド値／グレー値の分布グラフ

⑧ Zoom チェック
ボックス

ハンスフィールド値／グレー値の分布グラフを特定の領域に限定して
表示します。

定義済みウィンドウイング設定

設定 解説

Bone
軟部組織が薄く、骨が明確に表示されるように骨限定のウィンドウイングを適
用します（CT イメージセットのみ）。

Current Win‐
dowing

ウィンドウイングの設定を、このダイアログの初期設定にリセットします。

Full Range
スキャナーで取得したグレー値／ハンスフィールド値の全範囲をイメージセッ
トに適用します。

Radiology
Defined

画像が初めて撮像された時に定義された設定を適用します。

関心領域のウィンドウイング

このオプションにより、イメージセット内の特定の領域を設定し、この領域のグレー値またはハ
ンスフィールド値をデータセット全体に適用することができます。

ステップ

1.

Windowing Region of Interest ボタンをクリックして機能を有効にします。

ウィンドウイング
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ステップ

2.

Preview ビューの中で、Windowing 設定を適用したい領域の周囲にマウスで枠を描画しま
す。

Preview エリア内で画像上の目的位置をクリックするだけでも構いません。

3.

左マウスボタンを離して、計算されたプレビュー結果を確認します。

4. OK をクリックすると選択した領域のグレー値がイメージセット全体に適用されます。

グレー値のレベルと幅の調整方法

Zoom チェックボックスが無効の時にこれらの調整が行えます。

ステップ

1.

画像のウィンドウレベルを調整するには以下のいずれかの操作を行います。

• 目的の値を Level HU フィールドに入力

• 目的の値が表示されるまで対応するスライダーを調整

2.

画像のウィンドウ幅を調整するには以下のいずれかの操作を行います。

• 目的の値を Width HU フィールドに入力

• 目的の値が表示されるまで対応するスライダーを調整
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グレー値の分布幅の調整

② ③

①

図 296 

オプション

フィールドに目的の Right HU および Left HU の値を直接入力します。

マウスを使い、対応するフィールドに目標値が表示されるまで左の値スライダー②または右の

値スライダー③、あるいはその両方を調整します。

注記： ウィンドウイングをより正確に設定できるように、ハンスフィールド値／グレー値の画
像表示を画像データ内の特定の領域に制限するには、Zoom ①チェックボックスを有効にしま
す。
 

その他の機能

コンポーネント 機能 ページ

深度のスクロール P. 483

スライスを 1 枚ずつ、昇順または降順でブラウズでき
ます。

P. 482

パンニング P. 493

拡大／縮小 P. 491

Windowing ボタンにより、表示された画像内でグレース
ケールを調整し、ストラクチャーを見やすく、コント
ラストをはっきりさせることができます。

P. 505

Screenshot ボタンにより、表示されているビューやダ
イアログのスクリーンショットを撮ることができま
す。

P. 516

ウィンドウイング
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19.6 検証機能

19.6.1 ハンスフィールド値／グレー値の確認

概説

Measure Hounsfield Units 機能と Measure Values 機能により、1 枚のイメージスライス内の任
意のポイントのハンスフィールド値やグレー値を測定できます。

コンポーネン
ト

機能

Measure Hounsfield Units ボタンは CT イメージセットの場合に表示されま
す。

Measure Values ボタンは CT 以外のイメージセットの場合に表示されます。値
はグレー値（MR の場合など）か、特定の PET 画像の場合は標準摂取率（SUV）
で測定できます。対象となるイメージモダリティーによっては、その他の値の
測定も可能です。

測定値

コンポーネン
ト

機能

ハンスフィー
ルド値

診断用 CT イメージングにおいては、密度情報は国際ハンスフィールド値
（HU）で、-1024 から 3071 のスケールで測定されます。このスケールでは、水
（1.0 g/cm³）の値が 0で空気の値は-1000 に設定されています。

スキャナーの HU スケールが 12 ビット（-1024～+3071）拡張すると、大きい値
は切り捨てられます。

• < -1024 の値は -1024 に切り捨て

• > 3071 の値は 3071 に切り捨て

脳の CT イメージングにおいては、脳組織のコントラストを明確にするには通
常 40HU のレベルと 100HU の幅が使用されます。

グレー値 グレー値の表示範囲は 0（黒）から 255（白）になります。

測定値のディスプレイ

① ②
図 297 

No. コンポーネント

① ハンスフィールド値
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No. コンポーネント

② グレー値

測定機能の使用方法

ステップ

1.

該当するボタン（Measure Hounsfield Units または Measure Values）をクリックしま
す。

2.

スライスの任意のポイントでマウスの左ボタンをクリックすると、そのポイントのハン
スフィールド値またはグレー値を表示できます。

値を随時更新するには、左クリックしながらマウスを画像上で移動します。

3.
該当ボタンを再度クリックすると機能が無効になり、イメージビューから表示値が消去
されます。

安全上の注意

警告
iPlan RT Dose は、スキャナーで測定、エクスポートされたとおりの、ピクセルあたりのグレー
値／ハンスフィールド値／SUV データしか表示できません。この情報の分析には細心の注意を払
い、情報が正しいことを確認してください。コーンビーム CT データや回転血管造影データなど
には実際の HU 値は含まれません。

警告
表示されるハンスフィールド値を高精度に保つ責任はユーザーにあります。

警告
4.1.2 より前のバージョンの iPlan RT Image でインポートした特定の画像（PET/MRI/SPECT/DTI
など）のイメージセットは、正しく表示されないことがあります。特定のスライスの絶対ピクセ
ル情報、特に異なるスライス（3D 再構成）間の相対ピクセル情報が、誤っている可能性がありま
す。標準摂取率（SUV）の PET 画像は影響を受けません。

警告
前のバージョンの iPlan により正しくインポートされなかった PET 画像が検出された場合、
iPlan RT Image 4.1.2 以降でこのイメージセットを再インポートしてください。

警告
前のバージョンの iPlan RT により正しくインポートされなかった MR 画像が検出された場合、ブ
レインラボのサポートに連絡してください。

警告
標準摂取率（SUV）は使用する PET スキャナー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。
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19.6.2 座標系

概説

使用している画像がローカライズ済みか否かによって、測定値の表示には異なる患者座標系が使
用されます。

• Non-localized images：統一を図るために、iPlan RT Dose では、ExacTrac と同じ患者座標系
を使用しています（P. 522 を参照）。また、座標系の起点を定義するのに使用するリファ
レンスポイントを Surface Segmentation ステップで設定することも可能です。

• Localized images：座標系は、定位固定のローカライザーが設けた座標系をベースにしていま
す。

ブレインラボの座標系：ローカライズしていないイメージセット

図 298 
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19.6.3 距離の測定

概説

Measure Distances 機能により、画像内の任意の 2点間の距離を測定できます。

距離の表示

図 299 

距離の測定方法

ステップ

1.

Measure Distances ボタンをクリックして機能を起動します。

2.
画像内の 2つのポイントでマウスの左ボタンをクリックします。

選択したポイント間の距離がミリ単位で計算され、表示されます。

3.
必要に応じ、選択ポイントをマウスでクリックし、目的の位置にドラッグするという方
法でポイントを再設定することもできます。

4.
Measure Distances ボタンを再度クリックすると機能が無効になり、イメージビューか
ら距離の測定値が消去されます。

警告
ローカライゼーションを行わない治療は、画像のスケールが確認されている場合に限って実施し
てください。

検証機能
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19.6.4 角度の測定

概説

Measure Angles 機能により、画像内の任意の 3点間の角度を測定できます。

角度のディスプレイ

図 300 

角度の測定方法

ステップ

1.

Measure Angles ボタンをクリックして機能を起動します。

2.
• 画像内の 3つのポイントでマウスの左ボタンをクリックします。

• 選択したポイント間の角度が計算され、表示されます。

3.
必要に応じ、選択ポイントをマウスでクリックし、目的の位置にドラッグするという方
法でポイントを再設定することもできます。

4.
Measure Angles ボタンを再度クリックすると機能が無効になり、イメージビューから角
度の測定値が消去されます。
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19.6.5 スクリーンショット

現在の画面のスクリーンショットの撮影方法

ステップ

Screenshot ボタンをクリックします。

スクリーンショットの保存

スクリーンショットが保存されたことの確認と、保存先のパスを示すメッセージが表示されま
す。デフォルトの保存先パス名は C:\Brainlab\Screenshotsです。

図 301 

患者情報の機密保持

患者名は各スクリーンショットに表示されます。患者の機密情報を保持するには、すべてのスク
リーンショットに、関係する医療スタッフ以外はアクセスできないようにしてください。

検証機能
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19.7 その他の有効な機能

概説

このセクションでは、iPlan RT を使用しやすくする、特別な機能について説明します。

iPlan に関する情報

メインスクリーンの下部にあるブレインラボのロゴをクリックすると、iPlan のバージョンおよ
び現在インストールされている iPlan コンポーネントに関する情報が表示されます。

図 302 

ユーザーの変更方法

ステップ

1. ブレインラボのロゴをクリックします。

2. Change User ボタンをクリックします。

DVH の軸の拡大縮小

DVH の軸の表示ボリュームまたは線量の範囲を広げたい場合は、目的の範囲に達するまで、y
軸、x軸の端にある矢印をクリック＆ドラッグします。

図 303 
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線量スケールの閾値

線量スケールで表示する閾値を追加したい場合、またはそれらを削除したい場合には、該当する
線量スケールの値にマウスを置き、マウスの左ボタンをダブルクリックします（最大 8 つの閾値
を表示できます）。

線量スケールの左にある、対応する値をダブルクリックすると、閾値に対して、表示の優先順位
を高く設定することができます。

図 304 

右マウスボタンの使用

右マウスボタンを使用して、特定の機能が実行できます。

Treatment Planning ステップでコンテキストメニューを開くには、以下を右クリックします。

• RTPlan

• 治療グループ

• 治療エレメント

その他の有効な機能
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19.7.1 治療画面例
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画面例
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20 定義および用語

20.1 治療に関する用語

ルームアイソセンター

一般的に、これは治療テーブルやリニアアクセラレーター（リニアック）のガントリーの角度に
関わらず、すべてのビームが交差するターゲットポイントです。

図 305 

多様なアイソセンター

治療前に、ルームアイソセンターに位置合わせする患者体内（通常 PTV 内部）のポイントを指し
ます。

ガントリー

X線の照射口を持つ、リニアックの回転アームをガントリーと言います。

ガントリー角度

ガントリー角度を見る方向は、標準的にはリニアックの正面に立ち、治療テーブルの足側から頭
側を観察したときの方向です。ガントリーヘッドが患者の真上である状態で 0°で開始して、通
常、角度は時計回りの方向に増加します。ユーザーは、リニアックのモデルや設定に合わせて、
IEC、DIN、IEC 61217 または Varian のいずれかのスケールを示すよう、ソフトウェアの設定を行
うことができます。他の設定も可能ですが、工場出荷時に設定しておく必要があります。上から
右へ：

• IEC：0°, 90°, 180°, 270°（時計回り）

• DIN：0°, 90°, 180°, 270°（時計回り）

• IEC 61217：0°, 90°, 180°, 270°（時計回り）

• Varian：180°, 90°, 0°, 270°（反時計回り）

テーブル角度

治療テーブルは通常、中央（デフォルト）位置が 0°で定義されています。時計回りの回転はプ
ラス 90°まで、反時計回りの回転は 359°～270°（0°～-90°）までで設定されます。施設で
使用されている角度の設定は上記で挙げたものとは異なる場合があります。ソフトウェアは現在
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では IEC、DIN、IEC 61217 および Varian スケールにのみ対応しています。他のスケールも可能
ですが、工場出荷時に設定しておく必要があります。左から右へ：

• IEC：90°, 0°, 270°（時計回り）

• DIN：DIN：270°, 0°, 90°（反時計回り）

• IEC 61217：DIN：270°, 0°, 90°（反時計回り）

• Varian：270°, 180°, 90°（時計回り）

コリメータ角度

リニアックのヘッドを回転させてマルチリーフコリメーターのリーフ方向を変更したり、他のア
クセサリーの向きを変更することができます。この回転は、照射野のサイズを最小に抑え、正常
組織への照射を可能な限り回避するために必要です。リニアックのモデルや構成によって、ソフ
トウェアは現在 IEC、DIN、IEC 61217、Varian スケールに対応しています。他のスケールも可能
ですが、工場出荷時に設定しておく必要があります。正面から右へ：

• IEC：0°, 90°, 180°, 270°（時計回り）

• DIN：0°, 90°, 180°, 270°（時計回り）

• IEC 61217：0°, 90°, 180°, 270°（時計回り）

• Varian：180°, 90°, 0°, 270°（反時計回り）

座標系

ローカライズ済みデータの座標系は、定位固定のローカライザーが設けた座標系をベースにして
います。ただし、ローカライズしていない画像に対しては、ExacTrac と同じ患者座標系が使用さ
れます。標準的な座標系の比較を以下に示します。

図 306 

ローカライズしたデータセットが複数ある場合は、患者の位置決めに正しいセットを選択するよ
う、注意してください。ヘッドリングの位置を変更したり患者の撮像をやり直すことなどによっ
て CT の撮像と治療を行う間に患者またはローカライザーが移動した場合には、以前に作成した
データセットの座標系は無効になります。無効なデータセットを選択すると、患者の位置合わせ
を誤ることになります。

ビーム、照射野

ガントリー、テーブル、コリメータ角度が固定された 1 照射単位を「ビーム」または「照射野」
と呼びます。

一般に、放射線治療の目的は、PTV への線量を最大化しつつ正常組織への照射線量を減らすこと
です。これを実現するために、アイソセンターを通過するビームを、入射ビームに垂直な面に投
影される PTV の形状に合わせます（ビームズアイビュー [BEV]で表示）。

PTV 形状に合わせた線量分布は、これらのビームを複数重ねることによって実現します。正常組
織への線量を最小限に抑えるには、ビームは可能な限り間隔を空けて配置されます。ただし、ビ
ームの配置の自由度は、高感受性の組織（リスク臓器[OAR]）の位置に応じて制限される場合が
あります。ブレインラボではビームズアイビュー内のアイソセンターがブロックされていないこ
とを確認することをお勧めします。

治療に関する用語
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マシンプロファイル

これは使用するハードウェア（リニアック、ジョー、MLC や円錐形コリメータ）を定義するもの
であり、1 つ（円形コーンまたは MLC のためのペンシルビームデータ）あるいは 2 つ（MLC のた
めのペンシルビームデータとモンテカルロデータ）のビームプロファイルにリンクできます。

線量プロファイル/ビームプロファイル

特定のリニアック／MLC／エネルギー／照射の組み合わせに関する総合的な線量情報から成りま
す。

ASCII

American Standard Code for Information Interchange（米国情報交換標準コード）の略称。さ
まざまなタイプのデータ処理装置間の互換性を実現するために制定されています。

時間の表示形式

特に断りがない限り、iPlan RT 治療計画システム全体を通じて使用される時間の表示形式は時間
（hh）、分（mm）と秒（ss）です。時間は 24 時間表示です。

長さの単位

長さの単位はすべて mm です。

定義および用語
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20.2 IMRT 用語

IMRT

強度変調放射線治療

ビームレット

さまざまな強度を有するビームの小線束

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined（輪郭で囲まれた完全な照射野）；最適化の開始ポイント
として使用されるビームズアイビュー上のシングルビームが被覆する領域

線量制約値

照射中に履行する必要のある、線量の制約（プラス；PTV、マイナス；リスク臓器）

線量体積制約

線量と体積の割合を、体積の y%に対し、線量を最小／最大 x%に制限する線量制約

インバースプランニング

照射の制約に準拠して実行するビームレットの最適化

フルエンスマップ

1つのビームに含まれるすべてのビームレットを示したバーチャル照射野

リーフシーケンス

目的のフルエンスマップを作成するためのリーフ動作の計算

セグメント

リーフ位置の個々のステータス；全セグメントを集計するとフルエンスマップが生成される。

ダイナミックリーフシーケンス

照射中にリーフをダイナミックに移動させるリーフシーケンス；ビームオンの間にすべてのセグ
メントで照射される。

ステップアンドシュートリーフシーケンス

リーフ移動と線量照射を交互に行うリーフシーケンス。初めにセグメントが準備され、次にビー
ムがオンになる。

タングアンドグルーブ効果

リーフのタングアンドグルーブ形状に由来するリーフシーケンスの問題。

IMRT 用語
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Intraleaf（対向リーフ間）漏れ線量

対向するリーフ間の漏れ線量

Interleaf（隣接リーフ間）漏れ線量

隣接するリーフ間の漏れ線量

MLC からの透過線量

MLC 透過線量（Intraleaf 漏れ線量、Interleaf 漏れ線量を含む中央値）

定義および用語
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21 付録

21.1 イメージフュージョンのバックグラウンド

概説

iPlan RT Image に用いられるイメージフュージョンのアルゴリズムは全自動の、強度ベースのア
ルゴリズムであり、使用するイメージングモダリティーおよびイメージセットのスキャン方向に
関わらず、医用イメージセットのレジストレーションおよびフュージョンを実行できます。

レジストレーションを行う 2 つのイメージセットにおいてオブジェクトの輪郭を描く必要も、ラ
ンドマークを設定する必要もありません。イメージセットの方向にかかわらず、任意のモダリテ
ィーを他の任意のモダリティーにレジストレーションすることが可能です。イメージセット内に
表示されるオブジェクトが剛体のように動作するものとして、イメージセットのフュージョンを
確実にするためには 6 つの変形パラメーター（並進方向と回転方向の自由度が 3 つずつ）を決定
する必要があります。

1 つ目のイメージセットの各ボクセルに対し、iPlan RT Image では 2 つ目のイメージセットの対
応するボクセルの位置が計算されます。取得したすべてのボクセルペアのシーケンスから類似性
測定が計算されます。ロバストな「相互情報量」測定法は、ほぼどんなケースにおいても満足な
結果をもたらす、最も包括的な判定基準です。アルゴリズムの基本は、最大の類似性を得るため
にイメージセット間の変換パラメーターを決定することにあります。多重解像度アプローチによ
り、計算時間と極大値への収束のリスクが軽減されます。

このアルゴリズムは一部、“A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on Mutual
Information” と“Automated 3D registration of MR and CT images of the head”（参考文
献 [1、2]）からヒントを得ています。

また、少し異なるものの、興味深いアプローチが “Multi-modal volume registration by
maximization of mutual information” にあります（参考文献 [3]）。

注意
イメージセットには（患者頭部など）1 つのオブジェクトを、解像度、体位、または撮像方向を
変えて撮像した複数のスキャン画像が含まれます。両イメージセットのピクセルサイズとスライ
ス距離の値は既知であるものと認識されます。このアルゴリズムにより、1 つのイメージセット
がもう一方のイメージセットに対して並進移動または回転移動する必要のある量が決まり、イメ
ージセットのマッチングが行われます。

剛体変換

初めは 1 つのオブジェクト（患者頭部など）の 3D 画像が 2 つあります。歪みがなければ、2 つ目
の画像に対するある一定の剛体変換により、2 つ目の画像は 1 つ目の画像に完全に重ね合わせら
れるはずです。以下では 1 つ目のイメージセットをリファレンスセット（reference set）、2 つ
目のイメージセットをテストセット（test set）と呼びます。下付き文字の r と t はそれぞれリ
ファレンスセット（reference set）とテストセット（test set）の量を示します。

剛体変換 RT の 6 つのパラメーター（RT は"rigid transformation ＝剛体変換"、"rotation-
translation ＝回転－並進移動"いずれかを略したもの）は 3 つの回転角度 φx、φy、φz と並進ベ

クトル（tx、ty、tz）T で示されます。

回転パラメーターは以下の直交回転マトリックスを形成します。

付録
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R0

ϕ y ϕ zcoscos ϕ y ϕ zsincos ϕ ysin–

ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zsincos–cossinsin ϕ x ϕ y ϕ zsinsinsin ϕ x ϕ zcoscos+ ϕ x ϕ ycossin

ϕ x ϕ y ϕ zcossincos ϕ x ϕ zsinsin+ ϕ x ϕ y ϕ z ϕ x ϕ zcossin–sinsincos ϕ x ϕ ycoscos

=

並進ベクトルは T で表されています。画像のボクセルサイズは異なるため、ボクセルサイズの比
率を乗じることで補正する必要があります。

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

この変換を test set の中で特定の位置（xt, yt, zt）T に適用すると、reference set の中でのそれ

に相当するものは以下のようになります。

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

ジョイントヒストグラム

ジョイントヒストグラムは、通常のイメージヒストグラムを 2 次元化したものです。これは、2
つの画像と、その間にある（任意だが固定の）変換 RT によって決まります。

テストセットの各ボクセル（xt, yt, zt）T に対して、リファレンスセットの対応ボクセル（xr, yr,
zr）T が算出されます。そのような各ボクセルペアがそれぞれ、その強度 It および Ir に応じてジ

ョイントヒストグラムに影響します。座標 xr, yr, zr は必ずしも整数ではないことに注意してくだ

さい。多くの場合、このポイントはリファレンスセットのボクセルグリッド間のどこかに配置さ
れています。したがって、このポイントにおける強度 Ir は周囲のボクセルの強度から補間する必

要があります。テストセットのボクセルのうち、リファレンスセット内にその対の値がないもの
はジョイントヒストグラムの計算から除外されます。

類似度判定

類似度判定は、ジョイントヒストグラムをインプットとし、単一数字をアウトプットとする計算
法です。単一の数字は、ジョイントヒストグラムを計算した結果実現した特定の変換の質を示し
ます。「優れた」変換に必要な数字は、「悪い」変換に必要な数字よりも大きくなければなりま
せん。最終的に、レジストレーションに使用する画像の変換においては、この数字は最大値を実
現しなければなりません。

イメージセット間の関係に応じて、さまざまな種類の類似度判定基準を使用できます。最も単純
なものはイメージセットが同一関係にある場合です。イメージセットは同一ですが、互いを基準
に回転、並進移動します。たとえば、一人の患者を撮像した 2 枚の CT 画像は、ほぼ同一の関係
にあります。この場合、2 つのイメージセットの差の二乗を類似度判定基準として用いることが
できます。

より実際的なイメージセットの関係には、より高度な類似度判定基準が要求されます。アフィン
変換による相関関係に対しては、相関係数を使用できます。関数関係には、（少なくとも）
Woods の基準[参考文献 4]（この基準は、相関関係が関数に近い、MR の PET へのフュージョンに
合わせて作られた基準）、または相関比[参考文献 5]の使用が求められます。相互情報量解析
[参考文献 6、7]およびその関連の方法が、最も高度な類似度判定基準であり、ほぼすべてのイメ
ージセットの関係に対応できます。

最適化

類似度判定のメカニズムは、実際の数字（値）をジョイントヒストグラムを算出するために使用
した変換 RT に割り当てるというものです。したがって、類似度判定は 6 つの変換パラメータ

ー φx、φy、φz、tx、ty、tz の関数 S と認識できます。これらのパラメーターが組み合わさってパ

イメージフュージョンのバックグラウンド
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ラメーターベクトル p を形成し、画像が一致しなければならない最適なパラメーターベクトル

は p*と示されます。

iPlan RT Image はこれらの最適な変換パラメーターを決定付けようとします。「妥当」な類似度

判定が用いられた場合には、関数 S は p*から最大値を取り入れる必要があります。つまりすべて

の適格な p に対して S(p*) ≥ S(p)が実現できなければなりません。

iPlan RT Image では、改良されたパターン検索アルゴリズムを用いて、この最適パラメーターベ
クトルを検索します。機能 S は算出時間という観点では、特定の p の値を求めるには非常に犠牲

が大きいです（1 回の値を求めるために、ジョイントヒストグラム全体を算出する必要がありま
す。）したがって、S の評価計算を最小限に抑える最適化法が必要になります。基本の考え方

は、簡単に評価できる S の近似値（すなわち代用値）のセットを生成し、代わりに近似値を最大

にすることです。一連の近似値の極大値は通常、迅速に p*に収束します。

多重解像度アプローチ

ここに示す最適化アルゴリズムは、初めの推測値 p0 が最適な値 p*に近い値である場合にしか作

用しません。これもまた、局所最大値が多く存在する可能性がある、という類似度判定基準 S の
欠点に起因します。これにより、アルゴリズムがそのうち 1 つにとらわれて誤った変換パラメー
ターを生成する可能性が高くなります。しかしながら、極大値を検出できるような、よりロバス
トなアルゴリズムには通常、演算処理に桁はずれの時間が必要になります。

このジレンマに対する解決策が多重解像度アプローチです。極大値は低解像度の画像では無視さ
れ、類似判定基準の大域的な挙動のみが残る、という考えに基づいています。これは、解像度を
上げた一連の 3D 画像（ピラミッド）を構築することで引き出される方法です。

図 307 

解像度の低い画像では、ジョイントヒストグラムを算出するために比較する必要のあるボクセル
の数が比較的少ないため、計算も短時間で行えます。該当の最適化問題を解決するために非常に
ロバストかつスタンダードな最適化機能を使用することになります。これによりパラメーターベ
クトルが得られます。

次のステップでは解像度が上がり、得られたベクトルは新たな最適化処理の開始値として用いら
れます。一定の解像度に達すると、前述の代用値を使った最適化手順に切り換わります。多重解
像度アプローチは、処理のほとんどが低解像度の画像において行われるため、広範囲にわたる初
期のレジストレーションの失敗でも修正可能な、迅速でロバストなアルゴリズムになります。
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21.2 オブジェクトセグメンテーションのバックグラウン
ド

21.2.1 ボリューム計算とインターポレーション

ボリューム計算

ボリューム計算はカバリエリの原理を応用しています。このため、1 枚のスライスのボリューム
は当該スライスだけでなく、隣接するスライスにも左右されます。これはまた、1 枚目のスライ
スと最終スライスがボリューム全体に対して最も影響が少ない（ただし通常は他のスライスの半
分以下になることはない）ことを示します。

Interpolation

形状のインターポレーションは符号付き距離を補間することによって行う、広く知られ、受け入
れられている方法です。

図 308 

上の例に表示しているとおり、インターポレーションソーススライスの重なりが大きいほど、イ
ンターポレーションの精度は高くなります。重なりがなくなると、補間形状は空になります。

図 309 
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21.2.2 セグメント化したオブジェクトの解像度とブラシサイズ

オブジェクトの解像度

セグメント化したオブジェクトの全体的な解像度はスライスレベルによって異なります。多くの
オブジェクトに対して解像度は 0.25 ピクセルに設定されており、スキャン方向の解像度がスラ
イス厚と同じ値です。しかし、骨などの大きな体組織には 1 スライス 1 ピクセルの値が割り当て
られます。

Brush Size

ブラシの直径は 1～200 オブジェクトピクセルに設定できます。オブジェクトの解像度がイメー
ジセットの解像度の 2 倍（多くの臓器のデフォルト設定）であれば、ブラシは最大 100 イメージ
ピクセルをカバーします。

オブジェクトセグメンテーションのバックグラウンド
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21.2.3 SmartShaper

概説

SmartShaper（P. 134 を参照）は、3 次元の患者体内にある解剖学的オブジェクトを直接的に 3D
変形するための高度なツールです。アトラスデータセットを患者データセットに合わせて適合さ
せるアトラスセグメンテーションと同じように、SmartShaper 機能は、適合させるオブジェクト
上に隠れたコントロールポイントグリッドを設定します。コントロールポイントのグリッドは弾
性フュージョン機能により、自動的に調整されます。

オブジェクトサイズの調整

ユーザーは、調整ブラシをオブジェクトエリア上で動かして、コントロールポイントをインタラ
クティブに押したり引いたりできます。オブジェクトは 3 方向すべて（アキシャル、コロナル、
サジタル）においてグリッドに接続されているため、グリッドが変形すると対応するオブジェク
トも変形します。使用するブラシのサイズを小さくすると、計算されるグリッドポイントの数が
増え、そのために細かな調整が可能になります。ブラシのサイズを大きく設定すると、調整は大
まかになります。SmartShaper はオブジェクトの外側で引っ張るという形で使用することもでき
ます。これは、オブジェクトが埋め込まれている空間をブラシが変形するために効果がありま
す。風船に描いた絵を例に、簡単に解説できます。風船を押したり引いたりすると、その動きに
合わせて風船に描かれた絵は押しつぶされたり膨張したりします。
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21.2.4 SmartBrush

概説

SmartBrush（P. 119 を参照）は、調整可能な、閾値ベースの検出アルゴリズムをベースにした、
迅速にターゲット描画を行うインターポレーションツールです。オブジェクトやストラクチャー
に対するマニュアル修正に加え、オブジェクトの境界線を迅速かつ自動的に識別することが可能
です。

ターゲットの自動描画

複雑なストラクチャーに対してターゲットの自動描画を実施する際、SmartBrush は 1 枚目のスラ
イスと最後のスライスの中で任意の輪郭の画素値の閾値を検出し、間にあるスライスを直線的に
補間して 3D ボリュームを再現します。ツールサイズは検出感度の増加に合わせて変更できると
ともに、わずかな画素値の違いにも対応できます。自動補間と感度の高いブラシ設定の組み合わ
せにより、複雑なストラクチャーを、適切なコントラストで輪郭描出したり更新することができ
ます。

オブジェクトセグメンテーションのバックグラウンド
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21.2.5 閾値のセグメンテーション

デフォルト値

オブジェクト 最小／最大値 コンポーネント数 マスクオブジェクト

Vessels
• Min.: 1433
• Max.: 2252

10 頭蓋内の空隙

Bone
• Min.: 164
• Max.: 2662

--- バウンディングボックス

Lungs
• Min.: -991
• Max.: -303

1 バウンディングボックス

付録
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21.3 標準摂取率のバックグラウンド

21.3.1 標準摂取率（SUV）の計算

概説

iPlan RT Image ソフトウェアへの PET 画像の標準摂取率計算の組み込みは以下の論文をベースに
しています。

“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local
lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and
semi quantitative analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

SUV 計算

標準摂取率は以下の式を使って計算されます。

SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
放射能濃度は PET スキャナーで測定され、その単位は Bq/ml です。

倍率は以下の式で計算されます。

値 解説 対応する DICOM タグ

w 患者の体重[kg] PatientsWeight
d 総投与線量[Bq] RadionuclideTotalDose
f 減衰因子 DecayFactor
ti 投与時間[s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts 撮像時間[s] AcquisitionTime
ë 放射性核種の半減期[s] RadionuclideHalfLife

標準摂取率のバックグラウンド
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21.4 iHelp のバックグラウンド

21.4.1 iHelp の仕組み

概説

ユーザーのシステム（クライアントサーバー）にインストールされている iHelp ソフトウェアは
ポート番号 443 または 17002 で iHelp サーバーにネットワーク接続します。どちらもアウトバウ
ンド接続であり、ポート番号 17002 のほうが接続速度は速いです。各ポートを使って、クライア
ントは SSL トンネルを確立しようとします。

• クライアントにアクセスするには、ブレインラボのサポートエンジニアも SSL トンネルを使っ
て、まず iHelp サーバーに接続します。

• iHelp サーバーが 2 つのトンネルをマージし、ブレインラボのサポートエンジニアがクライア
ントにアクセスできるようになります。

インストレーションの要件

お使いのファイアウォールの設定を変更する必要はありません（ブレインラボのサポート部門か
らクライアントへの接続速度を上げたい場合を除く）。

ネットワーク内からインターネットへの接続を許可しているファイアウォールであれば、iHelp
はリモートでサポートできます。

iHelp はクライアントサーバー上で開始してください。そうしなければブレインラボのサポート
部門がアクセスできません。

患者データは転送されません。

付録
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iHelp のバックグラウンド
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